
★ 僕らが毎日やっている最強の読み方 池上　彰
まずは、書いてみる 藍玉
できる研究者の論文作成メソッド ポール・Ｊ．シルヴィア

できる研究者の論文生産術 ポール・Ｊ．シルヴィア

IT・コンピュータ・エンジニアの仕事につくには 2017

コンピュータが小説を書く日 佐藤　理史
未来を味方にする技術 斎藤　昌義
読んでいない本について堂々と語る方法 ピエール・バイヤール

ピクチャーペディア スミソニアン協会

おかんメール　６ 『おかんメール』制作委員会

使ってはいけないエセ心理学使ってもいい心理学 妹尾　武治
★ 不機嫌な長男・長女無責任な末っ子たち 五百田　達成

堂々と逃げる技術 中島　輝
しいたけ占い しいたけ
最強の働き方 ムーギー・キム

優しさと勇気の育てかた 水谷　修

★ 名著で読む世界史１２０ 池田　嘉郎
マンガでわかる世界史 祝田　秀全
マンガでわかる日本の近現代史 河合　敦
ポプラディアプラス人物事典　全５巻
今がわかる時代がわかる世界地図　２０１７年版 成美堂出版編集部

今日も世界のどこかでひとりっぷ ひとりっＰ

ぼくらの哲学 青山　繁晴
これが世界と日本経済の真実だ 高橋　洋一
マンガでわかる地政学 茂木　誠
１８歳から考える経済と社会の見方 蔵　研也

★ ミクロ動機とマクロ行動 トーマス・シェリング

１６歳のお金の教科書 お金の特別講義プロジェクト

ペット・アニマルの仕事につくには　２０１７
エンタテインメント・ゲーム・アニメ・マンガ・声優の仕事につくには　２０１７

語学を活かしてホテル・ブライダル・トラベル・エアライン・国際関係の仕事につくには　２０１７

倉敷天城中学校・高等学校
図書館発行
2017年2月3日

No.９

図書館からのお知らせ

０類　　百科事典・雑学・コンピュータなど

１類　　哲学・宗教・心理学など

2類　　歴史・伝記・地理など

3類　　社会・経済・教育・法律など

新しい本

約１８０冊入荷

（1/1～1/27入荷分）

先日、１５６回芥川賞・直木賞が発表されまし

たね。

芥川賞に山下澄人さんの『しんせかい』、直木

賞に恩田陸さんの『蜜蜂と遠雷』が受賞しまし

た。現在『しんせかい』は入荷待ちなので、お

楽しみに！図書館には他のノミネート作品など

もありますので、気になる本があれば手に取っ

てみてくださいね♪

他にも本屋大賞のノミネート作品も展示してい

ますよ。

長子、末子、中間子、一人っ子。

こんなに違う！４つの「きょう

だい型」。仕事、恋愛、結婚、

友人…あらゆる人間関係に役立

つ！相性チェック＆ひとことフ

レーズ付！

２人の読み方「最新の全スキル」が

１冊に。「普通の人ができる方法」

をやさしく具体的に解説。重要ポイ

ントがすぐわかり、読みやすく、記

憶に残る。具体的な新聞・雑誌リス

ト、おすすめサイト・書籍を紹介。

２人の仕事グッズも公開。見るだけ

で参考になる！

『ギルガメッシュ叙事詩』『旧約聖

書』『イリアス』『論語』『コーラ

ン』『西遊記』『ハムレット』

『ファウスト』『資本論』…古代か

ら現代まで、世界の名著１２０作品

を歴史的視点から解説し、新しい知

の発見へと導く読書ガイド。

ノーベル経済学賞を受賞したシェ

リングの代表的著作。全体を構成

する「個人」の行動特性と、その

「全体」の特性の関係性を分析し、

「マクロの結果は個人の考えてい

るようにはならない」ことを解明

する。ノーベル賞受賞講演も収録。

芥川賞 直木賞



こども・福祉・癒しの仕事につくには　２０１７

これがソーシャルワークという仕事です 中村　剛
大学進学のための全国“給付型”奨学金データブック 給付型奨学金研究会

★◎ 教育費破産 安田　賢治
変わる！キャリア教育 文部科学省国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター

大人に刺さる園児の名言 東邦出版編集部

水木しげるの憑物百怪 水木　しげる

魔女の１２カ月 飯島　都陽子

短歌を詠む科学者たち 松村　由利子

★ 「超」入門ベイズ統計 石村　貞夫
★ アンダーアース・アンダーウォーター アレクサンドラ・ミジェリンスカ

ときめく微生物図鑑 塩野　正道
森のきのこ、きのこの森 新井　文彦
長友佑都のヨガ友 長友　佑都
すべての疲労は脳が原因　２ 梶本　修身
「安い食べ物」には何かがある 南　清貴

水素エネルギーで甦る技術大国・日本 森谷　正規
自動車・航空・鉄道・船舶の仕事につくには　２０１７

★ 月はぼくらの宇宙港 佐伯　和人
覚えておきたい！暮らしの基本１０１
はじめての「男の着物」 泉二　弘明
初めてでも簡単キレイ！自分でできる着物の髪型 鈴木　富美子

ビューティ・ファッションの仕事につくには　２０１７

★ フライパンひとつで魚料理 是友　麻希
毎日ごはん ワタナベ　マキ

ラクラクお掃除新津式汚れ落とし術 新津　春子

フードの仕事につくには　２０１７

直島から瀬戸内国際芸術祭へ 福武　総一郎

ゴッホの地図帖 ニーンケ・デーネカンプ

まいまいHOME もうひとつの研究所

★ 失われた時を求めて マルセル・プルースト

火の鳥　１ 手塚　治虫
カモさんの簡単＆かわいいイラスト カモ

★ Ｈｅｌｌｏ，ｌｉｇｈｔ ｌｏｕｎｄｒａｗ
マスキングテープｍｔ使い方のアイデア グラフィック社編集部

音楽・芸能業界の仕事につくには　２０１７

作曲少女 仰木　日向
おんな城主直虎　前編
精霊の守り人ＳＥＡＳＯＮ２悲しき破壊神完全ドラマガイド

3類　　社会・経済・教育・法律など
◎をつけた本は生徒、教員のリクエストで入荷しました。★は表紙の写真を掲載しています。

4類　　数学・物理・化学・生物など

5類　　技術・環境問題など

7類　　芸術・スポーツ・音楽など

6類　　農業・畜産・商業など

掘って、もぐって、地球の中、

まる見え！普段は目にすること

のできない、地面の下の世界と

水中の世界を紹介した、前から

も後ろからも読めるユニークな

大型絵本。

“原因の確立を結果から予測す

る”。近年注目を集める新しい統

計学「ベイズ統計」。推理ストー

リーを楽しむうちに、ベイズ統計

のポイントがわかる！

『Ｈｅｌｌｏ，ｌｉｇｈｔ』

ｌｏｕｎｄｒａｗ
大人気イラストレーター、初作

品集。数々の名著を彩った装画

や厳選オリジナルイラストを多

数掲載。『君の膵臓をたべた

い』『また同じ夢を見ていた』

など大人気ベストセラーの秘蔵

ラフ画、イラストレーター自身

による制作過程の解説。

フライパンだけで手軽にできる、

おいしい魚料理のレシピを和洋

中にわけ８０品収録。切り身魚

のレシピを多く掲載しているの

で、手間いらずで簡単！さらに、

いろいろな魚で作れるように代

用の魚も提案。

人類が太陽系へフロンティアをひ

ろげるための宇宙港として、注目

が高まる月。そんな「熱い」月を

大解剖。近年の月探査によってわ

かってきた、最新の月科学を紹介

し、人類と月の新しい関わり方を

紹介。

マルセル・プルーストの小説「失

われた時を求めて」の第１篇「ス

ワン家のほうへ」を原作に忠実に

コミック化。読みやすく編集され

ているため、作品の構造を明確に

把握できる。

奨学金の返済が滞って、子だけで

なく親も連鎖して自己破産に至る

ケース、中高私立進学や塾などで

高額な教育費がかかるケース…。

教育費貧乏に陥る中流家庭の親た

ちの実情を紹介し、教育にどう立

ち向かうべきかを考える。



「里山」を宮崎駿で読み直す 小野　俊太郎

坂詰式正しい「筋トレ」の教科書 坂詰　真二
　 バドミントンのルール審判の基本 日本バドミントン協会

★ 不可能とは、可能性だ 笹井　恵里子

再発！それでもわたしは山に登る 田部井　淳子

プロ棋士という仕事 青野　照市

★ 話し方を変えると「いいこと」がいっぱい起こる！ 植西　聡
朝日キーワード　２０１８ 朝日新聞出版

ことわざ生活　あっち篇／こっち篇 あかいわ　しゅうご

朝日キーワード就職　２０１８ 朝日新聞出版

語彙力こそが教養である 斎藤　孝
方言萌え！？ 田中　ゆかり

このミステリーがすごい！　２０１７年版 『このミステリーがすごい！』編集部

本格力 喜国　雅彦
眠れないほどおもしろい百人一首 板野　博行
紫式部の暗号 石井　和子
ダブル・ミステリ 芦辺　拓

★ ジェリーフィッシュは凍らない 市川　憂人
七月に流れる花 恩田　陸
八月は冷たい城 恩田　陸
一瞬の雲の切れ間に 砂田　麻美
リリース 古谷田　奈月

化学探偵Ｍｒ．キュリー　５ 喜多　喜久
疫病神 黒川　博行
螻蛄 黒川　博行
サンパギータ 鈴峯　紅也
眠れなくなる夢十夜 阿刀田　高
悲衛伝 西尾　維新

★ 桜風堂ものがたり 村山　早紀
★ 恋シタイヨウ系 雪舟　えま
◎ 雨利終活写真館 芦沢　央

国語、数学、理科、漂流 青柳　碧人
ひかり生まれるところ まはら　三桃

警視庁組対特捜Ｋ 鈴峯　紅也
幻庵　上下巻 百田　尚樹

★ 屋根をかける人 門井　慶喜
キセキ 斉藤　ひろし

水鏡推理　５ 松岡　圭祐
よろず占い処陰陽屋狐の子守歌 天野　頌子
文芸モンスター 二宮　敦人
三日間の幸福 三秋　縋
静かな雨 宮下　奈都
電王 高嶋　哲夫
猫町 萩原　朔太郎

言葉屋　１～３ 久米　絵美里

１７歳のうた 坂井　希久子

結物語 西尾　維新
凍土二人行黒スープ付き 雪舟　えま
人魚姫の椅子 森　晶麿
カエルム　魔法の鍵と光の冒険 たなか　しん

国語、数学、理科、誘拐 青柳　碧人
京都寺町三条のホームズ　６ 望月　麻衣
クラウドガール 金原　ひとみ

草花たちの静かな誓い 宮本　輝
私をくいとめて 綿矢　りさ

9類　　文学論・小説

8類　　日本語・英語・その他言語

7類　　芸術・スポーツ・音楽など

万引き事件がきっかけで、長

年勤めた書店を辞めることに

なった青年。しかしある町で

訪れた書店で、彼に思いがけ

ない出会いが…。田舎町の書

店の心温まる奇跡。

ここは「タイヨウ系」。惑星間を

行き交う宇宙船で、人類は他の

星々へ自由に移住し、小さな町を

作ったり、地元の住人と交流した

り―。月、水星、金星、火星など、

１０の星で暮らし、愛し合う人び

とを描く。小説と短歌で紡ぐ、あ

たたかな惑星旅行！

第２６回鮎川哲也賞受賞作。小型飛行

船＜ジェリーフィッシュ＞の航行試験

中に、閉鎖状況の艇内でメンバーの１

人が死体となって発見される。さらに、

自動航行システムが暴走し、試験機ご

と雪山に閉じ込められてしまう。そし

て次々と犠牲者が…。新時代の『そし

て誰もいなくなった』登場！

明治末期にキリスト教布教のために

来日したアメリカ人建築家、メレ

ル・ヴォーリズ。彼は日本人として

生きることを選び、終戦後、昭和天

皇を守るために戦った――。彼を突

き動かした「日本」への思いとは。

俊英による感動の歴史長編。

『不可能とは、可能性だ』

笹井 恵里子

岡山県出身の、バンクーバーパ

ラリンピックで金メダル２つを

獲得した、クロスカントリース

キーの新田佳浩選手。３歳の時、

事故で左肘から先を失った彼が、

知恵と工夫で「できない」を無

くしてきた半生と、夢を叶える

ために大切なことを描く。

見た目、性格よりも、話し方が大

事。ワンフレーズで人生がガラリ

と好転すること、続々！本書で紹

介するとっておきのパワーフレー

ズを使うとチャンスがつかめたり、

実力を発揮できたりして運気がど

んどん上がっていく！



探偵は女手ひとつ 深町　秋生 神々と戦士たち　３ ミシェル・ペイヴァー

ドクロパンダ　ボクを探して 泉　忠司 世界を７で数えたら ホリー・ゴールドバーグ・スローン

葉桜と魔笛 太宰　治 ドラゴンの塔 ナオミ・ノヴィク

女生徒 太宰　治 顔のない男 ステファン・アーンヘム

◎ エクサスケールの少女 さかき　漣 本を読むひと アリス・フェルネ

また、桜の国で 須賀　しのぶ ★ ココとリトル・ブラック・ドレス（絵本） アンネマリー・ファン・ハーリンゲン

★◎ 青の数学　１・２ 王城　夕紀 ビッグフェイスくん（絵本） ＤａｉＧｏ
鴨川食堂おまかせ 柏井　寿 ◎ おじいちゃんのコート（絵本） ジム・エイルズワース

クリムゾンの迷宮 貴志　祐介 なつみはなんにでもなれる（絵本） ヨシタケ　シンスケ

恋する寄生虫 三秋　縋
スターティング・オーヴァー 三秋　縋
車夫　２ いとう　みく
たまちゃんのおつかい便 森沢　明夫
グローバライズ 木下　古栗
ペンギンのバタフライ 中山　智幸
この世界の片隅に こうの　史代

宝石ザミステリーＢｌｕｅ
文豪ノ怪談ジュニア・セレクション　夢 夏目　漱石
文豪ノ怪談ジュニア・セレクション　獣 太宰　治
５分で驚く！どんでん返しの物語 『このミステリーがすごい！』編集部

かぐや姫はいやな女 椎名　誠
★ うつヌケ 田中　圭一

マンガでわかる三国志 渡邉　義浩
サーティーナイン・クルーズ　２１～２４ 小浜　杳
オリンポスの神々と７人の英雄　外伝 リック・リオーダン

ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち　上下巻 ランサム・リグズ

永遠交響曲（シンフォニー） キーラ・キャス

9類　　文学論・小説9類　　文学論・小説
☆予約＆リクエストは随時受付中☆

第２６回鮎川哲也賞受賞作。小型飛行

船＜ジェリーフィッシュ＞の航行試験

中に、閉鎖状況の艇内でメンバーの１

人が死体となって発見される。さらに、

自動航行システムが暴走し、試験機ご

と雪山に閉じ込められてしまう。そし

そし

著者自身のうつ病脱出体験を

ベースに、うつ病からの脱出に

成功した人たちをレポート。う

つ病について実体験から知識を

学べ、かつ悩みを分かち合い勇

気付けられるドキュメンタリー

コミック。

今月の展示

２０１７年度の『若い人に贈る読

書のすすめ』です。

素敵な本がたくさんありますよ☆

高校図書委員さんによる展示

『ＬＥＴ’Ｓ あみもの♪』

キーの新田佳浩選手。３歳の時、

事故で左肘から先を失った彼が、

２０１７年ノミネート作品決定！

本屋大賞

本屋大賞の発表は４月１１日！

図書館内にノミネート作品を展示している

ので、ぜひ色んな作品を読んで、どの作品

が大賞に選ばれるか、またあなた自身の本

屋大賞を選んでみてくださいね♪

その数式（まほう）が、君の青春

を変える―。数学オリンピックを

２年連続で制した天才少女・京香

凛。彼女との出会いから、栢山の

高校生活は始まった。高校生活を

賭して数学に挑む少年少女たちを

描く、熱く切ない青春小説。

ココ・シャネルの半生を追いな

がら、シャネルのファッション

アイコンのひとつである「リト

ル・ブラック・ドレス」が誕生

するまでのストーリーを、お

しゃれなイラストとともに綴る。

大人も子どもも楽しめる一冊。

高校１年生の現代文で履修し

た、戦争についての展示です。


