
１１歳からの正しく怖がるインターネット 小木曽　健
カラー図解Ｊａｖａで始めるプログラミング 高橋　麻奈
文庫解説ワンダーランド 斎藤　美奈子

世界一やさしい読書習慣定着メソッド 印南　敦史
書店員の仕事 ＮＲ出版会
おかんメール　Ｆｉｎａｌ 『おかんメール』制作委員会

★ 写真で伝える仕事 安田　菜津紀

高校倫理の古典でまなぶ哲学トレーニング　１・２ 直江　清隆
超訳こども「ニーチェの言葉」 斎藤　孝
眠れないほどおもしろい心理テスト 亜門　虹彦
先入観はウソをつく 武田　邦彦
恋愛を数学する ハンナ・フライ

考え方 稲盛　和夫
★ 大合格 中田　敦彦

★ 応仁の乱 呉座　勇一
２時間でおさらいできる戦国史 石黒　拡親
眠れないほどおもしろい「古代史」の謎 並木　伸一郎

聖徳太子 東野　治之
甘くてかわいいお菓子の仕事 ＫＵＮＩＫＡ

課題図書 円周率の謎を追う 鳴海　風
るるぶ各種（国内／海外）
札幌（ことりっぷ）
東京・横浜修学旅行まるわかりガイド 野崎　陽子
地名の研究 柳田　国男
東京　’１８
函館　’１８

No.２

倉敷天城中学校・高等学校
図書館発行
2017年6月1日

2類　　歴史・伝記・地理など

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

新しい本

約２２０冊入荷
（4/25～5/25入荷分）

定期考査も終わり、勉強はもちろん、部活や趣味も楽しんでいま

すか？

６月は高校２年生の修学旅行がありますね☆図書室でも北海道に

ついてのミニコーナーを設置しています。もちろん北海道以外の旅

行誌なども図書室にあるので、他の学年のみなさんも活用してくだ

さいね。たくさんの来館を、いつでもお待ちしています♪

「写真で伝える仕事」をする上で

大切にしていることから、世界各

地で出会った子どもたちとの物語、

そしてこれからの時代を生きる中

学生、高校生へ。世界は決して、

悲しみや苦しみだけでできている

わけではない。

究極の暗記法ってありますか？

気持ちを前向きにするコツは？

勉強と部活の両立をどうするべ

き？受験・恋愛・人間関係に悩

みに慶應大卒のタレント・中田

敦彦が答える。どんな悩みも

PERFECTに解決！

★図書館利用のおさらい パート２★
本の検索…①カウンターに座っている司書に尋ねる。

②カウンター端にある検索用PCで検索する。

予 約…カウンターにある予約カードに必要事項を記入し、司書に渡す。

購入希望…カウンターにあるリクエストカードに必要事項を記入し、司書に渡す。

コピー機…どの大きさも１枚１０円でコピーできます。（カラーコピー不可）

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ …利用申込書に記入し、司書へ提出。２０分間利用可能。

延長したい場合は、申し出れば２０分間の延長が可能になります。

わからないことは、
遠慮なく司書に尋ね
てくださいね。

室町後期、京都を戦場に繰り広

げられた内乱は、なぜあれほど

長期化したのか。気鋭の研究者

が戦国乱世の扉を開いた大事件

を読み解く。大ベストセラー、

２８万部突破！！

北海道



札幌　富良野・小樽・旭山動物園　’１８

事前学習に役立つみんなの修学旅行 山本　博文
函館（ことりっぷ）

東大留学生ディオンが見たニッポン ディオン・ン・ジェ・ティン

「国富」喪失 植草　一秀
Ｑ＆Ａヘイトスピーチ解消法 師岡　康子
１５歳から身につける経済リテラシー 岡野　進
これが答えだ！少子化問題 赤川　学
アンガーマネジメント叱り方の教科書 安藤　俊介
地域と企業の発展が私たちの願いです アルマ経営研究所

◎ 数字でみる日本の１００年 矢野恒太記念会

★ 子育て支援と経済成長 柴田　悠
天災と日本人 畑中　章宏
不登校の子どもへのつながりあう登校支援 田上　不二夫

イラスト版クラスの困った！を解決する４４のグループワーク 上地　安昭
学校グループワーク・トレーニング 坂野　公信
ネットの高校、はじめました。 崎谷　実穂
海外の高校＆大学へ行こう！　２０１８年度版

マンガで一発回答２０２０年大学入試改革丸わかりＢＯＯＫ 松永　暢史
★ 看護学部・保健医療学部 松井　大助

大学図鑑！　２０１８ オバタ　カズユキ

現役国立大学教授がそっと教えるＡＯ・推薦入試　面接・小論文対策の極意 板橋　江利也

医学部面接ノート　２０１７入試対策 代々木ゼミナール

混ぜる教育 崎谷　実穂
手話単語力アップ３週間プログラム 谷　千春
ようこそ、マニュアルのない世界へ 原田　博子
図解東大教授の父が教えてくれた頭がよくなる勉強法 永野　裕之
睡眠時間を削らず塾にも行かず現役で国立医学部に合格した私の勉強法 成田　奈緒子

家庭教育は誰のもの？ 木村　涼子
東京ファッションクロニクル 渡辺　明日香

徹底解剖自衛隊のヒト・カネ・組織 福好　昌治

科学のあらゆる疑問に答えます ミック・オヘア

◎ 佐々木隆宏の整数問題が面白いほどとける本 佐々木　隆宏

◎ 統計学の図鑑 涌井　良幸
はじめよう！高校化学基礎

★ 宇宙には、だれかいますか？ 佐藤　勝彦
巨大ブラックホールの謎 本間　希樹
地球はもう温暖化していない 深井　有
ときめく化石図鑑 土屋　香
トコトンやさしいアミノ酸の本 味の素株式会社

生物はウイルスが進化させた 武村　政春
脳科学のダイナミズム 日経サイエンス編集部

◎ 眠気の科学 井上　雄一
★ つじつまを合わせたがる脳 横沢　一彦

カラー図解新しい人体の教科書　上 山科　正平
課題図書 犬が来る病院 大塚　敦子

きちんと知ろう！アレルギー　全３巻 坂上　博
◎ 不眠の科学 井上　雄一

がんで余命ゼロと言われた私の死なない食事 神尾　哲男
◎ キラリ看護 川島　みどり

◎ 医療の選択 桐野　高明
保健師・養護教諭になるには 山崎　京子
語り継ぐハンセン病 山陽新聞社
スタンフォード式最高の睡眠 西野　精治

★ ひとめでわかる１００ｋｃａｌダイエット 後藤　恭子

2類　　歴史・伝記・地理など
◎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。

3類　　社会・経済・教育・法律など

4類　　数学・物理・化学・生物など

作り物とわかっているのに自分

の手と思い込む。これは脳のつ

じつま合わせが引き起こす現象。

腹話術や幽体離脱という知覚の

不思議から、＜暗い赤＞にまつ

わる文化差まで、脳の「つじつ

ま合わせ」の正体に迫る。

肉、魚、ごはん、パン、野菜、

フルーツ…。私たちがよく手に

する１６３食品を、実寸大の１

００ｋｃａｌで掲載。見ている

だけで、電卓もはかりも使わず

にカロリー管理ができる！栄養

バランスの参考にどうぞ☆

子育て支援の経済効果は投入予

算の２．３倍！？子育て支援が

社会全体に対して、どのような

経済効果をもつのかを分析。さ

らに、子育て支援が出生率、自

殺率、子どもの貧困率などにも

たらす影響も紹介する。

『看護学部・保健医療学部』

松井 大助

「なるにはＢＯＯＫＳ」シリー

ズから、大学学部調べが新しく

刊行されました！

第１弾は医療職をめざす人のた

めの学部案内。看護学部・保健

医療学部で学ぶことやキャンパ

スライフ、卒業後の進路などを、

実際の取材をもとにわかりやす

く説明。教員・学生・卒業生イ

ンタビューも収録。

高校生はもちろん、中学生もぜ

ひ手に取ってみてくださいね♪

地球外の宇宙に生命はいるのだ

ろうか？生物学、化学、物理学、

生命科学、天文学…。各分野の

トップランナー１８人が最新成

果をもとに究極の謎に答えを出

す。科学者自筆の宇宙人イラス

トも収録。



地球環境がわかる 西岡　秀三
エコと健康の情報は間違いがいっぱい！武田　邦彦

　 はじめてのエシカル 末吉　里花
図説英国貴族の城館 田中　亮三
日本一小さな農業高校の学校づくり 品田　茂
原発と日本の核武装 武田　邦彦

★ マイバッグ ドミニック・ローホー

日本のファッションカラー１００ 日本流行色協会

絶対おいしいキャンプごはん ワタナベ　マキ

ａｋｉｎｏｉｃｈｉｇｏの冷めてもおいしい感激弁当１６０ 稲熊　由夏

お茶の科学 大森　正司
小花図鑑 黒田　健太郎

柴犬だいふく 後藤　隆之介

珍樹図鑑 小山　直彦
名探偵コナンの探偵入門 青山　剛昌
休みをとってでも行きたい問屋街さんぽ 古谷　充子

★ １からのグローバル・マーケティング 小田部　正明

もにゅキャラ巡礼 楠見　清
モネ庭とレシピ 林　綾野
字が汚い！ 新保　信長
千と千尋の神隠し スタジオジブリ

正しいウォーキングの始め方 中野　ｼﾞｪｰﾑｽﾞ修一

一流のリーダーになる野村の言葉 野村　克也
★ 栗山魂 栗山　英樹

撓まず屈せず 新井　貴浩
ボルダリング基本ムーブと攻略法 野口　啓代
山本博のアーチェリー上達バイブル 山本　博

★ はじめて茶会に招かれました。 淡交社編集局

光のお父さん マイディー

学校では教えてくれない！国語辞典の遊び方 サンキュータツオ

望月光の古文教室　古典文法編 望月　光
手紙・はがき・一筆箋の書き方と文例集 主婦の友社

★ そえぶみ箋の使い方 むらかみ　かずこ

三羽邦美の漢文教室 三羽　邦美

世界文学大図鑑 ジェイムズ・キャントン

２時間でおさらいできる日本文学史 板野　博行
みみずくは黄昏に飛びたつ 川上　未映子

『万葉集』における帝国的世界と「感動」 トークィル・ダシー

学校へ行けなかった私が「あの花」「ここさけ」を書くまで 岡田　麿里
２時間でおさらいできる源氏物語 竹内　正彦
さらば愛しき魔法使い 東川　篤哉
これは経費で落ちません！　２ 青木　祐子

★ 京の縁結び　縁見屋の娘 三好　昌子
屋上のテロリスト 知念　実希人

ブランケット・キャッツ 重松　清
花天の力士（ちからびと） 天野　行人
先生の夢十夜 芳川　泰久
京都寺町三条のホームズ　６．５・７ 望月　麻衣
ときどき旅に出るカフェ 近藤　史恵
神さまたちのいた街で 早見　和真
はなだより 深町　なか
リーチ先生 原田　マハ
人類最強のときめき 西尾　維新

5類　　技術・環境問題など

8類　　日本語・英語・その他言語

9類　　文学論・小説

◆◇◆探しています！！　『羊と鋼の森』宮下　奈都◆◇◆

7類　　芸術・スポーツ・音楽など

6類　　農業・畜産・商業など
グローバル・マーケティングの

諸側面に関連する歴史的背景、

あるいは現在の企業や市場の動

向を紹介するとともに、それら

を未来に向けてつなぎ合わせて

いくための論理を提示する。

試練だらけの人生を支えてくれた

のは、「野球が好き！」その一心

だけだった―。甲子園を目指した

青春の日々、突然発症した病と闘

いながらの選手生活など、さらな

る高みへ向かう名将が、知られざ

る苦悩と葛藤の日々を綴る。

著者が選んだ、３つのバッグ、

トート、ミッデイ、ポシェット

はフランス流のエレガントに自

由に生きるためのパートナー。

そしてバッグの中身の整理を通

して、シンプルの秘訣を伝える。

江戸時代、京で口入業を営む「縁見

屋」の一人娘のお輪は、母、祖母、

曾祖母が皆２６歳で亡くなったとい

う悪縁を知る。謎めく修行者・帰燕

は、秘術を用いて悪縁を祓えるとい

うが、それは京を呑み込む災禍と繋

がっていて…。『このミステリーが

すごい！』大賞優秀賞作品。

美濃和紙の伝統を受け継い

だ、小さな一筆箋「そえぶ

み箋」。全２９５柄を紹介

しながら、“心の込め方”

と“楽しみ方”を豊富な文

例とともに解説する。

茶会に必要な持ち物は？どんな流

れで茶会は進むの？はじめて茶会

に招かれた人に向けたイラストガ

イド。「茶道未体験の田中くん」

と「茶道を稽古中の花子さん」が

案内役となって、茶会に行って楽

しむ方法を紹介。



群青のカノン 福田　和代
薫風のカノン 福田　和代
ラブ・ミー・テンダー 小路　幸也
どんぶらこ いとう　せいこう

★ 青の王 広嶋　玲子
ヒーローズ〈株〉！！！　続 北川　恵海
劇場 又吉　直樹
利き蜜師物語　２ 小林　栗奈

★ かがみの孤城 辻村　深月
さなとりょう 谷　治宇

◎ バチカン奇跡調査官 6 藤木　稟
アキラとあきら 池井戸　潤
ＧＩＶＥＲ 日野　草
夜明け告げるルーのうた 湯浅　政明

◎ 終りなき夜に生れつく 恩田　陸
花戦さ 鬼塚　忠
あざみ野高校女子送球部 小瀬木　麻美

ディリュージョン社の提供でお送りします はやみね　かおる

はるかな空の東 村山　早紀
★ 武曲（むこく） 藤沢　周
★ リケジョ探偵の謎解きラボ 喜多　喜久

文豪ノ怪談ジュニア・セレクション　呪 小泉　八雲
からっぽたいくつどようびはまだ 「いつもありがとう」作文コンクール書籍制作委員会

ニャンニャンにゃんそろじー 有川　浩
５分後に涙のラスト エブリスタ
５分後に戦慄のラスト エブリスタ
５分後に驚愕のどんでん返し エブリスタ
枕草子のたくらみ 山本　淳子
ご本，出しときますね？ ＢＳジャパン

★ 週末プチ冒険はじめました カワハラ　ユキコ

日本文学全集　２７ 池沢　夏樹
◎ 成均館（ソンギュンガン）儒生たちの日々　上下巻 チョン　ウングォル

◎ 時計じかけのオレンジ アントニイ・バージェス

あなたの人生の物語 テッド・チャン
課題図書 ホイッパーウィル川の伝説 キャシー・アッペルト

魔法の学校 ミヒャエル・エンデ

生きる（絵本） 谷川　俊太郎

つまんないつまんない（絵本） ヨシタケ　シンスケ

★☆★予約＆リクエストは随時受付中！！★☆★
9類　　文学論・小説

砂漠に咲く水の都ナルマーン。

魔族に守られたその国で、孤

児の少年ハルーンは、自分の

名前も知らない不思議な囚わ

れの少女を助け…。異世界

ファンタジー。

部屋に閉じこもっていたこころ

の目の前で、鏡が光り始めた。

輝く鏡をくぐり抜けた先の世界

には、似た境遇の７人が。秘め

た願いを叶えるため、７人は隠

された鍵を城で探す―。

今月の展示

館外廊下に、高校図書委員

さんのイチ押し本を紹介し

ています☆気になる本が見

つかるかも…♪

色んなチャレンジ

に向けて、勉強や

スポーツ、趣味の

本を集めました♪

融はヒップホップに夢中の高校

２年生。友人に剣道場に引っ張

られ、渋々竹刀を握った融の姿

に、コーチの研吾は「殺人刀」

の遣い手と懼れられた父・将造

と同じ天性の剣士を見た…。新

感覚武道小説。映画化作品。

密室で突然死した大学教授。そ

の死は事故か自殺か、殺人か―。

保険調査員の江崎と、恋人より

研究優先の理系女子探偵・久理

子が４つの謎に挑む！ドラマ化

された短編と、ほか３編を１冊

にまとめた連作短編集。

ひとりピクニック、写経・写仏、

オシャレ銭湯、エアリアルヨガ…。

非日常体験でリセット！日頃の憂

さが晴れて、心と体が元気になる

「週末プチ冒険」を紹介するコ

ミックエッセイ。タイプ別プチ冒

険＆リセットガイドも掲載。

４月＆５月の貸出冊数

４月 ５月 ４月 ５月 ４月 ５月
Ａ組 84 93 51 90 49 95

Ｂ組 122 166 116 84 52 90

Ｃ組 116 154 115 170 85 164

１組 55 14 29 21 5 8

２組 40 13 6 28 4 6

３組 92 58 15 20 10 24

４組 36 1 15 22 46 44

５組 69 12 11 49 19 24

Ｒ組 75 74 37 27 19 37

１年生 ２年生 ３年生
貸出冊数

高校生

中学生


