
知の進化論 野口　悠紀雄
人工知能はいかにして強くなるのか？ 小野田　博一
カラー図解Ｅｘｃｅｌ「超」効率化マニュアル 立山　秀利
戦地の図書館 モリー・グプティル・マニング

★ 戦略読書 三谷　宏治
コピペと捏造 時実　象一

パブロフの犬 アダム・ハート＝デイヴィス

観察力を磨く名画読解 エイミー・Ｅ．ハーマン

人生を変える勇気 岸見　一郎
★ 色は無言であなたの心を動かしている。 七江　亜紀
人がいじわるをする理由はなに？ ドゥニ・カンブシュネ

人をつくる言葉 大村　智
１０１人が選ぶ「とっておきの言葉」 河出書房新社

いい言葉、よき人生。 ＰＨＰ研究所

立て直す力 ブレネー・ブラウン

宗教ってなんだろう？ 島薗　進

世界全戦争史 柘植　久慶
★ 人物比較でわかる日本史 小和田　哲男

水島の記録１９６８－２０１６ 高田　昭雄
十八史略で読む『史記』 渡邉　義浩
あなたの人生の意味 デイヴィッド・ブルックス

天皇にとって退位とは何か 本郷　和人
伝えることから始めよう 高田　明
僕は頑固な子どもだった 日野原　重明

世界一清潔な空港の清掃人 新津　春子
半ケツの神さま 荒川　祐二
シンガポール
森とほほ笑みの国ブータン 大谷　映芳

★ 給食のおばさん、ブータンへ行く！ 平沢　さえ子

初海外どきどきソウル３泊４日 河南　好美
ロンドン

世界がもし１００人の村だったら　お金篇 池田　香代子

１８歳からの民主主義 岩波新書編集部

地方創生大全 木下　斉

3類　　社会・経済・教育・法律など

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

No.１０

倉敷天城中学校・高等学校
図書館発行
2016年3月6日

新しい本

約２５０冊入荷

（1/28～2/27入荷分）

高校３年生の卒業式も無事終わり、あとは中学３年生

の卒業式を迎えるだけになりました。

新しいスタートに向けて、勉強、スポーツ、そしてぜ

ひ読書にもたくさんチャレンジしてみてくださいね♪

今年１年間高校１・２年生が、現代文で取り組んでき

た読書カードを図書館外廊下に掲示してきました。今

回は高校１年生の読書カードです。図書館前の廊下を

通るときは、ぜひ立ち止まって見てください☆

色の効果や影響力を知れば、自分

に暗示をかけてしまうことも可能。

健康、運動、仕事、教育、インテ

リア、食事など、多岐の分野にわ

たり、色を使ってもっと生活を楽

しむためのコツを紹介。

私たちは読んだ本でできてい

る―。ビジネス、ＳＦ、科学、

歴史、マンガ、心理、哲学…

他「何を」「いつ」「どう」

読むかを戦略的に変えて、コ

モディ化しない自分をつくる

「読み方」大全。

歴史の面白さと日本史理解の秘

訣は、時代や立場を超えてつな

がる人物たちの意外な接点に

あった！後醍醐天皇×織田信長、

日野富子×井伊直虎など、様々

な人物を比較しながら、事績や

エピソード、現代にも通じる思

想等を紹介。

学校給食ひと筋３０年以上。人生

の新天地に選んだのは、なんと

ブータン！？料理の腕一本で異国

の子どもたちを笑顔にした、美味

しく読める痛快ストーリー。簡単

につくれる「ブータン料理」＆

「人気の給食」レシピ付き。



娘と話す世界の貧困と格差ってなに？ 勝俣　誠 ズボラーさんのたのしい朝ごはん 小田　真規子
図解頭のいい説明「すぐできる」コツ 鶴野　充茂 ＢＡＫＥ焼き菓子の基本 星谷　菜々
会議でスマートに見せる１００の方法 サラ・クーパー グルテンフリーのベジヌードル☆レシピ いとう　ゆき

◎ ブロックチェーンの衝撃 ビットバンク株式会社 ニッポンのご当地ごはん　全３巻 吉田　瑞子
対話する社会へ 暉峻　淑子 重ねるだけでおいしいスコップケーキ 西山　朗子

★ フランスはどう少子化を克服したか 高崎　順子 学校では教えてくれないセックス・妊娠・出産の話 宋　美玄
将来の夢さがし！職業ガイド２３４種 菅原　真理子

女子の給料＆職業図鑑 給料ＢＡＮＫ
中学生・高校生の仕事ガイド　２０１７－２０１８年版 進路情報研究会

ルポ貧困女子 飯島　裕子
女も男も生きやすい国、スウェーデン 三瓶　恵子
子どもとスマホ 石川　結貴
一億総貧困時代 雨宮　処凛
フクシマの荒廃 アルノー・ヴォレラン

ぼく、学級会の議長になった。 三神　英彦
学生を思考にいざなうレポート課題 成瀬　尚志

◎ 消えゆく「限界大学」 小川　洋
★ ムダにならない勉強法 樺沢　紫苑
イラストでわかる麗しのドレス図鑑 花園　あずき

北陸朝市紀行 池田　進一
東北朝市紀行 池田　進一
目からうろこ！本当の意味いわれがわかる冠婚葬祭のことば ことば舎
失敗の本質 戸部　良一

見る目が変わる博物館の楽しみ方 矢野　興一
素数はめぐる 西来路　文朗
先生、それって「量子」の仕業ですか？ 大関　真之
ＣＯＳＭＯＳ Ｓｔｕａｒｔ　Ｌｏｗｅ

宇宙に「終わり」はあるのか 吉田　伸夫
★ 人類と気候の１０万年史 中川　毅
日本列島１００万年史 山崎　晴雄
鉱物キャラクター図鑑 松原　聡
動物園飼育員・水族館飼育員になるには 高岡　昌江
なぜ・どうして種の数は増えるのか Ｐｅｔｅｒ　Ｒ．Ｇｒａｎｔ

シマエナガちゃん 小原　玲
世界で一番美しいフクロウの図鑑 マイク・アンウィン

臨終の七不思議 志賀　貢
がまんしなくていい 鎌田　実
左利きあるある右利きないない 左　来人
このまま死んでる場合じゃない！ 岡田　直美
みんなに知ってほしい不妊治療と医療保障 ニッセイ基礎研究所

★ いのち輝くいい話　２ 日本看護協会

歯科衛生士・歯科技工士になるには 宇田川　広美

まどか２６歳、研修医やってます！ 水谷　緑
ずぼらヨガ 崎田　ミナ
科学的に元気になる方法集めました 堀田　秀吾
消費者と「食」にかかわる人のための新しい食品表示がわかる本 森田　満樹

世界建築大全 ジョナサン・グランシー

日本の名城 五味　文彦
パイロットになるには 阿施　光南
トコトンやさしいドローンの本 鈴木　真二
ソーラー女子は電気代０円で生活してます！ フジイ　チカコ
知っておきたい化学物質の常識８４ 左巻　健男

★ ときめく文房具図鑑 山崎　真由子

正しい目玉焼きの作り方 森下　えみこ
ブックカバーとノートカバーの作り方 えかた　けい

4類　　数学・物理・化学・生物など

5類　　技術・環境問題など

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。

5類　　技術・環境問題など

年代測定の世界標準となっている

福井県・水月湖に堆積する年縞が

明らかにしたのは、現代の温暖化

を遥かにしのぐ激変する気候だっ

た。過去の精密な記録から気候変

動のメカニズムに迫り、人類史の

スケールで現代を見つめ直す。

少子化に悩む先進国から、子

育て大国となったフランス。

大転換のカギは、手厚い支援

策の根幹を貫く新発想だっ

た！パリ郊外で二児を育てる

著者が、現地の実情と生の声

を徹底レポート。

『いのち輝くいい話 ２』

日本看護協会

看護師たちの想いと、看護され

る側の人の感謝の気持ちが詰

まったエピソード集。第４回～

第６回「忘れられない看護エピ

ソード」の応募作品から、選り

すぐりの８７話を収載。

明日を生きる力が湧く本。

勉強によって得られることと、あな

たの勉強がうまくいかない理由を解

説。４０万人に教えてきた精神科医

の著者が、膨大な研究データを分析

し、「理論」と「実践」の両方で裏

付けられた、最短で最大の効果が出

る勉強法を明かす。

一生付き合えるような万年筆とペ

ン、ロングセラーだから買い足す

ことができる鉛筆やノート…。普

遍的な文房具を用途別に紹介する

ほか、文房具の豆知識、メカニズ

ム、懐かしい文房具、様々な職業

の人の愛用文房具などを掲載。



わさびちゃんちのぽんちゃん保育園 わさびちゃんファミリー

★ ねこ色、ねこ模様。 富田　園子
なぜニワトリは毎日卵を産むのか 森　誠
獣医師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所

ぼくは高尾山の森林保護員 宮入　芳雄
「英語で案内」ができる本 リサ・ヴォート

鉄客商売 唐池　恒二
ディズニーキズナの神様が教えてくれたこと 鎌田　洋

はじめてのルーヴル 中野　京子
あいってなに？ マットかずこ
夜空の下で 益田　ミリ
くまくまちゃん、たびにでる 高橋　和枝
くまくまちゃんのいえ 高橋　和枝

★ モーションシルエット ｓｉｌｈｏｕｅｔｔｅ　ｂｏｏｋｓ

ブラック・ジャック　全１２巻 手塚　治虫
せまいぞドキドキ ヨシタケ　シンスケ

ねことじいちゃん　３ ねこまき
ＳＰＨＥＲＥ不思議な球体ポップアップカード 月本　せいじ
初心者のクラシック・ギター基礎教本　２０１７ たしま　みちを

スタジオジブリ大解剖
映画（シネマ）は《私の大学》でした 小宮山　量平

サーカスは私の〈大学〉だった 大島　幹雄
ＮＨＫ奇跡のレッスン ＮＨＫ「奇跡のレッスン」制作班

ランニングする前に読む本 田中　宏暁
未到 岡崎　慎司
サッカーセンス養成講座 Ａ．Ｐ．マリーニョ

プロレス語辞典 榎本　タイキ

★ 誰も教えてくれない護身術 松元　国士

論より詭弁 香西　秀信
語彙力がないまま社会人になってしまった人へ 山口　謡司

★ 文豪に学ぶ手紙のことばの選びかた 中川　越
医系小論文頻出テーマ２０ 箕曲　在弘
書く力 池上　彰
韓国語の会話表現が面白いほど頭に入る本 李　恩周

ストーリーの作り方 野村　カイリ
谷川俊太郎詩選集　４ 谷川　俊太郎

★ 「悩み部」の平和と、その限界。 麻希　一樹
オレさすらいの転校生 吉野　万理子

君と１００回目の恋 Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ　Ｒｅｃｏｒｄｓ

◎ 鎌倉香房メモリーズ　４ 阿部　暁子
５秒後に意外な結末 桃戸　ハル
室町無頼 垣根　涼介
スイーツレシピで謎解きを 友井　羊
リケコイ。 喜多　喜久
小説版サブイボマスク 一雫ライオン

壷中の回廊 松井　今朝子

博物館のファントム 伊与原　新
上石神井さよならレボリューション 長沢　樹

★ 貴族探偵対女探偵 麻耶　雄嵩
暗黒街の吸血鬼 赤川　次郎
ゆめ結び 倉本　由布
嗤う名医 久坂部　羊
とっておきの幽霊 赤川　次郎
サラは銀の涙を探しに 橋本　長道

9類　　文学論・小説

7類　　芸術・スポーツ・音楽など

8類　　日本語・英語・その他言語

6類　　農業・畜産・商業など

＜第４８回造本装丁コンクール

読書推進運動協議会賞＞＜２０

１５年度世界で最も美しい本コ

ンクール銅賞＞ポップアップに

ライトを当ててできる影によっ

て、物語がうまれるしかけ絵本。

殴りかかられたとき、痴漢に遭遇

したとき、ナイフで襲われたとき

…。自分の身を守るための基本的

なテクニックや、あらゆる場面に

対応した護身術を紹介。手の動き、

足の運び、身体の使い方などを、

わかりやすく図解する。

コネと召使いを駆使して事件を解

決していく、全てにおいて型破り

な「貴族探偵」に、新米女探偵高

徳愛香が果敢に挑む！期待を裏切

らない傑作トリック５編を収録し

たシリーズ第２弾。

４月より『貴族探偵』テレビドラ

マ化決定。

「悩み部」に、つかの間の平和

が訪れたと思いきや、続々と事

件が舞い込んで…。高校を舞台

に、悩み解決部同好会、通称

「悩み部」のメンバーが活躍す

る。どこからでも読める全１８

話を収録。

大らかでマヌケな食いしん坊・茶

トラ、神経質な白猫、ワイルドな

外見に似合わず人懐こい性格の

ヒョウ柄…。猫の毛柄の秘密とエ

ピソードの数々をイラストととも

に紹介。雑学が満載で、猫と親し

むのがもっと楽しくなる。

よい手紙の条件とは、誠意、親

愛、敬意、品位、趣、ユーモア

などが感じられること。生活手

紙文研究家が、参考にしたい文

豪たちの珠玉のことばを手紙の

シーンごとに紹介する。



大あくびして、猫の恋 かたやま　和華 国芳猫草紙おひなとおこま 森川　楓子
暗夜鬼譚 瀬川　貴次 ★ 小説ひるね姫 神山　健治
ハローサヨコ、きみの技術に敬服するよ 滝羽　麻子 ビブリア古書堂の事件手帖　７ 三上　延
少女か小説か 松永　天馬 密室本能寺の変 風野　真知雄

十五歳の課外授業 白河　三兎 消滅都市の片隅で Ｗｒｉｇｈｔ　Ｆｌｙｅｒ　Ｓｔｕｄｉｏｓ

女子高生ハッカー鈴木沙穂梨と０．０２ミリの冒険 一田　和樹 ◎ 騎士団長殺し　第１・２部 村上　春樹
天使の柩 村山　由佳 都会（まち）のトム＆ソーヤ　１４下 はやみね　かおる

シャッター通りに陽が昇る 広谷　鏡子 リアルプリンセス 寺地　はるな

赤と白 櫛木　理宇 山猫珈琲　下巻 湊　かなえ
冬の旅 辻原　登 おいしいおにぎりが作れるならば。 松浦　弥太郎

忘れじの吸血鬼 赤川　次郎 そして生活はつづく 星野　源
三匹のかいじゅう 椎名　誠 猫には嫌なところがまったくない 山田　かおり

太宰治『斜陽』 高橋　源一郎 うっとり、チョコレート 青木　奈緒
★ ＨＭ同好会 藤野　千夜 夫婦で行く意外とおいしいイギリス 清水　義範
志賀直哉 志賀　直哉 島へ免許を取りに行く 星野　博美
サイレンス 秋吉　理香子 犬と、走る 本多　有香
月のぶどう 寺地　はるな なんでも解決！もひかん家の家族会ぎ もひかん
殺し屋、やってます。 石持　浅海 世界が若かったころ ジャック・ロンドン

サロメ 原田　マハ 二番がいちばん Ｄ．Ｈ．ロレンス

無貌の神 恒川　光太郎 さまよう記憶 サンドラ・ブラウン

不時着する流星たち 小川　洋子 君に太陽を ジャンディ・ネルソン

★ 本を守ろうとする猫の話 夏川　草介 ダーウィンと旅して ジャクリーン・ケリー

自由なサメと人間たちの夢 渡辺　優 百万ポンド紙幣 マーク・トウェイン

がん消滅の罠 岩木　一麻 ★ 怪盗ルパン謎の旅行者 モーリス・ルブラン

◎ しんせかい 山下　澄人 大きなかぶ チェーホフ
◎ バチカン奇跡調査官　１・２ 藤木　稟 スタジオジブリの食べものがいっぱい（絵本） スタジオジブリ

◎ ＤＥＡＭＯＮ　ＳＥＥＫＥＲＳ　１ 宮沢　竜生 ざしきわらし（絵本） 柳田　国男
僕が電話をかけていた場所 三秋　縋
君が電話をかけていた場所 三秋　縋
いたいのいたいの、とんでゆけ 三秋　縋
鍵屋甘味処改　５ 梨沙
常夜ノ国ノ天照 諸口　正巳
ソードアート・オンライン　１９ 川原　礫
失われた地図 恩田　陸
インスタント・ジャーニー 田丸　雅智
救ってみろと放課後は言う 藤石　波矢
彼らが本気で編むときは、 荻上　直子

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☆

今月の展示

ルパンのいざなう推理のうずへ！

パリからノルマンディー地方へ逃

れるルパンが、列車のなかで出

会った怪しげな男と対決する「謎

の旅行者」など、モーリス・ルブ

ランのアルセーヌ・ルパンシリー

ズから４編を収録。イラストはヨ

シタケシンスケ。

高校図書委員さん

２月展示『もらっ

て嬉しいチョコ

レート』

高校の伝統で、文化祭は３年に

１度だけ。そんなレアなイベン

トに燃えない手はないと、亜矢

はランチ仲間を誘い、クラスの

有志の模擬店カフェに参加する

ことに…。恋に！友情に！高校

１年生たちの、ざわめく青春！

高校生の夏木林太郎は、祖父を

突然亡くした。祖父が営んでい

た古書店『夏木書店』をたたみ、

叔母に引き取られることになっ

た林太郎の前に、人間の言葉を

話すトラネコが現れる。

２１世紀版『銀河鉄道の夜』！

２０２０年、東京オリンピックの

３日前。岡山で暮らす女子高生コ

コネの父が、突然警察によって東

京へ連行される。ココネは父を助

けようと東京に向かうが、道中は

夢とリアルをまたいだ不思議な旅

で…。倉敷市が舞台の、３月公開

アニメ映画の原作本。

『図書館ＮＥＷＳ』２月号で紹

介された本です。貸出が続いて

います♪


