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新しい本

約１３０冊入荷

（4/1～4/24入荷分）

みなさん、こんにちは☆

あっという間に５月になりましたが、新しい生活にも慣れ

てきましたか？

岡山県の高校図書館による高校生向けのおすすめ本コンテ

スト「でーれーＢＯＯＫＳ２０１７」が、３月に決定しま

した！図書館内に展示しています。素敵な本が多いので、

ぜひ手に取ってみてくださいね♪

★図書館の利用方法のおさらい★
開館時間…８：３０～１７：００

（月・水・金は１７：４５まで）

※都合により、変更となる場合もあります。

図書館入口の開館時間表示を見てください。

貸出期間…２週間

※２週間で読めなかった場合は、１回だけ延長の手続きができます。カウン

ターまで来てください。

貸出冊数…無制限

※ただし読める程度に借りましょう。

貸出方法…借りたい本をカウンターに持って来て、学年・組・番号を伝えると借りること

ができます。

学生証を提示して借りることもできます。

返却方法…返却カウンターに置いてください。

図書館が閉館している時には、図書館入口横の返却ボックスに入れてください。

図書館の本を探しています！！

『悲衛伝』 西尾 維新

『せまいぞドキドキ』 ヨシタケ シンスケ

※本を持っている人は、至急返却してください。

本を借りる時は、必ずカウンターで手続きしてください。

※返却期限を過ぎている本を持っている人は、早急に返却してください。

次の人が待っています！



正しいコピペのすすめ 宮武　久佳
★ この問題、とけますか？ 吉田　敬一
爆笑テストの珍解答５００連発！！ 鉄人社編集部

新聞大学 外山　滋比古

◎ 哲学しててもいいですか？ 三谷　尚澄
◎ ニーチェ全集　５・６ フリードリッヒ・ニーチェ

★ 困ったときは、トイレにかけこめ！ 星　一郎
アイデア大全 読書猿
こどもはママのちっちゃな神さま 長南　華香
どんな時でも人は笑顔になれる 渡辺　和子
大合格 中田　敦彦
理系のための中国古典名言集 藤嶋　昭

幕末ハードボイルド 伊藤　春奈
入門東南アジア近現代史 岩崎　育夫
フンボルトの冒険 アンドレア・ウルフ

ようこそアラブへ ハムダなおこ

★ 図解でよくわかる地政学のきほん 荒巻　豊志
２８ＤＡＹＳ チャールズ・Ｒ．スミス・ジュニア

どうなる世界経済 伊藤　元重
財政から読みとく日本社会 井手　英策
北欧女子オーサが見つけた日本の不思議　３ オーサ・イェークストロム

被災ママに学ぶちいさな防災のアイディア４０ アベ　ナオミ
取り残される日本の教育 尾木　直樹
現役先生が教える主権者教育授業実例集 明るい選挙推進協会

理系大学生活ハンドブック 原田　淳

理化学研究所 山根　一真
算数ＭＡＮＩＡ 初代算数仮面

◎ 集合への３０講 志賀　浩二
京大・東田式頭がよくなる数学パズル 東田　大志

◎ 群論への３０講 志賀　浩二
◎ 位相への３０講 志賀　浩二
元素生活 寄藤　文平
大切な人が病気になったとき、何ができるか考えてみました 井上　由季子

★ 乳酸菌、宇宙へ行く ヘルシスト編集部

痛覚のふしぎ 伊藤　誠二
◎ 自分でできる！筋膜リリースパーフェクトガイド 竹井　仁
これからの医療と介護のカタチ 佐々木　淳
健康寿命を延ばすサイエンス 日経サイエンス編集部

チョコレートはなぜ美味しいのか 上野　聡
セガｖｓ．任天堂　上下巻 ブレイク・Ｊ．ハリス

ｋ．ｍ．ｐ．の、もっとたのしく、ちいさなお片づけ。 なかがわ　みどり

図説紅茶 Ｃｈａ　Ｔｅａ紅茶教室 ★ まちの文字図鑑よきかなひらがな 松村　大輔
動物看護師になるには 井上　こみち ◎ 草間弥生全版画 草間　弥生
日本の漁業が崩壊する本当の理由 片野　歩 マンガでわかる楽譜入門 小林　一夫

国際スポーツ組織で働こう！ つくば国際スポーツアカデミー・アソシエーション

◎ 無限の網 草間　弥生
美大生図鑑 ヨシムラ　ヒロム アメリカの大学生が学んでいる「伝え方」の教科書 スティーブン　Ｅ．ルーカス

《原爆の図》のある美術館 岡村　幸宣 京大・東田式頭がよくなる国語パズル 東田　大志
運命の絵 中野　京子 〈図解〉まるわかり時事用語　２０１７→２０１８年版 ニュース・リテラシー研究所

結局できずじまい ヨシタケ　シンスケ ワークで覚える小論文頻出テーマ 近藤　千洋
菜根譚 洪　自誠 小論文時事テーマとキーワード　医歯薬獣編 相沢　理

8類　　日本語・英語・その他言語

6類　　農業・畜産・商業など

7類　　芸術・スポーツ・音楽など

7類　　芸術・スポーツ・音楽など

4類　　数学・物理・化学・生物など

5類　　技術・環境問題など

１類　　哲学・宗教・心理学など

０類　　百科事典・雑学・コンピュータなど

2類　　歴史・伝記・地理など

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。

とけたら、天才！発想力、論理

力、数学のセンスなど、「知

識」ではなく「知恵」を試す珠

玉の良問を厳選。頭を限界まで

回転させて挑戦しよう。普段使

わない脳の最奥部が目覚めてい

く快感を体験できる。

アドラー理論によるカウンセリン

グで長年クライアントの悩みに向

きあってきた著者が語る、実践的

アドラー心理学入門。コンプレッ

クス、不安な気持ちなど、いやな

感情を生む「こころのクセ」のリ

セット術を紹介する。

日本、中国、ロシア、アメリカ、

イギリス、ヨーロッパなど国・地

域別の歴史を地図を使ってわかり

やすく解説。新聞・テレビでは見

えてこない国際情勢や、世界の

ニュース・歴史を知ることができ

る地政学の入門書。

宇宙ステーションに長期滞在する

宇宙飛行士を対象に、プロバイオ

ティクスの効果を検証する研究が

進められている。乳酸菌は「究極

の予防医学」となりうるのか。人

間の健康を支える乳酸菌と腸内細

菌の働きを科学で解き明かす。

文字を愛するブックデザイナー

が、日本全国津々浦々でみつけ

た個性あふれる昭和のタイポを

収集。あいうえお順に配列し、

文字の全体像やひらがなの由来、

書き順、著者のひとことコメン

トなどを添える。



小論文時事テーマとキーワード　看護医療編 相沢　理 ◎ ８６－エイティシックス－ 安里　アサト
小論文時事テーマとキーワード　教育・教員養成編 吉岡　友治 ヤキモチの答え ＨｏｎｅｙＷｏｒｋｓ

小論文時事テーマとキーワード　社会科学編 相沢　理 ★ 最後の医者は桜を見上げて君を想う 二宮　敦人
ビッグ・ファット・キャットの世界一簡単な英語の大百科事典 向山　貴彦 やめるときも、すこやかなるときも 窪　美澄
京大・東田式頭がよくなる英語パズル 東田　大志 風夢緋伝 名木田　恵子

会話もメールも英語は３語で伝わります 中山　裕木子 吾輩のそれから 芳川　泰久
追憶 青島　武

物語が伝えるもの 佐藤　義隆 錆びた太陽 恩田　陸
百年文庫　９９ 今　東光 心霊探偵八雲　１０ 神永　学
村上春樹翻訳〈ほとんど〉全仕事 村上　春樹 彼女の色に届くまで 似鳥　鶏
開高健 小玉　武 活版印刷三日月堂　２ ほしお　さなえ

◎ か「」く「」し「」ご「」と「 住野　よる ハッピー・レボリューション 星奏　なつめ

出会いなおし 森　絵都 架空ＯＬ日記　１・２ バカリズム
禁じられたジュリエット 古野　まほろ 羽ばたき 堀　辰雄
素敵な日本人 東野　圭吾 十年後のこと 暁方　ミセイ
ドＳ刑事（デカ）　５ 七尾　与史 ５分後に思わず涙。 桃戸　ハル
ひよっこ　上 岡田　惠和 暗黒グリム童話集 村田　喜代子

べっぴんさん　下 渡辺　千穂 文豪ノ怪談ジュニア・セレクション　霊 星　新一
ＳＣＳ　下 五十嵐　貴久 いのちの車窓から 星野　源
この嘘がばれないうちに 川口　俊和 湯川秀樹 湯川　秀樹
ひとり吹奏楽部 初野　晴 ふたりのせかいりょこう 佐藤　美香
ケーキ王子の名推理（スペシャリテ）　２ 七月　隆文 日本文学全集　２６ 池沢　夏樹
紙のピアノ 新堂　冬樹 ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 Ｊ．Ｋ．ローリング

スウィングしなけりゃ意味がない 佐藤　亜紀 レッド・クイーン ヴィクトリア・エイヴヤード

図書室のピーナッツ 竹内　真 小さな家のローラ ローラ・インガルス・ワイルダー

たとえ明日、世界が滅びても今日、僕はリンゴの木を植える 滝森　古都 スピニー通りの秘密の絵 Ｌ．Ｍ．フィッツジェラルド

密偵手嶋真十郎　幻視（まぼろし）ロマネスク 三雲　岳斗 おやすみ、リリー スティーヴン・ローリー

★ 風呂ソムリエ 青木　祐子 ★ 世界と僕のあいだに タナハシ・コーツ

◎ バチカン奇跡調査官　３・４ 藤木　稟 この人、カフカ？ ライナー・シュタッハ

きみが来た場所 喜多川　泰
ホーンテッド・キャンパス　１１ 櫛木　理宇
泣くなブタカン！ 青柳　碧人
Ｆａｔｅ／ｓｔｒａｎｇｅ　Ｆａｋｅ　４ ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ

9類　　文学論・小説

★予約＆リクエストは随時受付中！！

9類　　文学論・小説8類　　日本語・英語・その他言語

第６３回青少年読書感想文全国コン

クールの課題図書が発表になりました。

本が揃い次第展示します。

早めに取りかかりたい人は、ぜひ図書

館へ！
中学校

高校

あなたの余命は半年です―。死を

肯定する医者・桐子は患者にそう

告げた。だが、副院長・福原は生

を諦めない。対立する２人が限ら

れた時間の中で挑む戦いの結末と

は？究極の選択を前に、患者たち

は何を決断できるのか？

天天コーポレーション研究所の

受付嬢・砂川ゆいみは大の風呂

好き。行きつけの銭湯で入浴剤

開発員の鏡美月と知り合ったこ

とからモニターに抜擢される。

御曹司の円城格馬も加えた３人

は理想のお湯を作れるか！？

黒人の肉体は自らの所有物ではなく、

白人によって築かれた祖国アメリカ

の歴史を支えてきた資源にすぎない

―。冷徹な現実認識をもって、現代

アメリカ社会の矛盾を描き、黒人が

生き抜く術を教える、父から息子へ

の長い長い手紙。２０１５年度全米

図書賞受賞の大ベストセラー。



蔵書検索についての案内

天城中学・高校図書館と岡山県立図書館の蔵書が、学校や自宅などでインターネットに接続してい

るPCがあればどこででも検索できます。調べものであの本が使いたい、今話題の本は図書館にある

のだろうか…などなど、思い立ったときにすぐ検索ができますよ。県立図書館にしかない本も、天

城中学・高校図書館でリクエストすると、取り寄せることが出来ます。

ぜひご活用ください。

検索方法↓
①上のアドレスにアクセス。

すると、下のような画面が出てきます。

パスワード

入力。

ＩＤ

入力。

②ＩＤとパスワードを入力し、ログインを

クリックすると、下のような画面が出てきます。

さらにクリック。

https://digioka.libnet.pref.okayama.jp/ISLL/

③右のような画面が出てきたら、検索したいことを入力します。

例えば、東野圭吾の本を検索したいときは…

①「東野圭吾」と入力。

③「検索」をクリック。
②倉敷天城高等学校に必

ずチェックを入れる。

④検索をクリックすると下のような画面が

出てきます。

岡山県立図書館、倉敷天城高等学校での検索結

果がそれぞれ表示されます。本校の蔵書を検索

したい場合は倉敷天城高等学校をクリック。

⑤クリックすると下のような画面が出てきて、

天城中高図書館の検索結果となります。

※システム上、同時にアクセスできる件数は２０件程度です。

※天城中学・高校図書館の最新の蔵書が随時更新されているわけではないので、最新刊は検索しても

探せない場合があります。

新しい本を検索したい場合は図書館内の検索ＰＣ（カウンターに置いてあります）で検索してくだ

さい。


