
勉強の哲学 千葉　雅也
★ 質問する、問い返す 名古谷　隆彦

アンドロイドレディのキスは甘いのか 黒川　伊保子
指定図書 手をつなごうよ 松居　友

高校図書館デイズ 成田　康子
金原瑞人〈監修〉による１２歳からの読書案内 金原　瑞人
モノのはじまりえほん 荒俣　宏
もっとヘンな論文 サンキュータツオ

朝日ジュニア学習年鑑　２０１７

敏感すぎて困っている自分の対処法 苑田　純子
臨床心理士の仕事図鑑 植田　健太
ＮＹの人気セラピストが教える自分で心を手当てする方法 ガイ・ウィンチ
自信と望むキャリアを手に入れる魅力の正体 池原　真佐子

★ 僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう 山中　伸弥
自分に自信をつける最高の方法 常富　泰弘

◎ 新宗教 梅原　正紀
傷つきやすい人のための図太くなれる禅思考 枡野　俊明

新・映像の世紀大全 ＮＨＫ「新・映像の世紀」プロジェクト

２０世紀を知る 広瀬　一郎
★ さらにわかった！縄文人の植物利用 工藤　雄一郎

沖新田・沖田神社と沖田姫 柴田　一
韓国の歴史 水野　俊平
日本を飛び出して世界で見つけた僕らが本当にやりたかったこと 森　美知典
人生は生きがいを探す旅 日野原　重明

福島の花さかじいさん 森川　成美
★ 茶色のシマウマ、世界を変える 石川　拓治
◎ 吉田松陰 三浦　実

るるぶ四国　’１８
るるぶ熊本阿蘇天草　’１８
るるぶ沖縄ベスト　’１８
浅口市の名所 金光　英子

ニュース年鑑　２０１７ 池上　彰

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

3類　　社会・経済・教育・法律など

倉敷天城中学校・高等学校
図書館発行
2017年7月7日
Ｎｏ．３

新しい本

約１９０冊入荷

（5/27～6/30入荷分）

定期考査も終わり、もうすぐ夏休みですね。勉強

に、部活にと忙しいとは思いますが、気分転換した

くなったら図書館に来てくださいね。涼むだけでも

いいですよ☆

図書館入口近くに、読書感想文の展示をしていま

す。課題図書はもちろん、おすすめの本もあります

ので、参考にしてくださいね。

マンガと、ブルーバックスの回転書架が新しくな

りました！背が低くなり、目線の高さなので本が探

しやすいですよ。新しい回転書架をぜひぜひ見に来

て下さいね♪

どんな偉大な人にも、悩み、失

敗を積み重ねた挫折の時があっ

た。彼らの背中を押してチャレ

ンジしたものは何だったのか。

山中伸弥、羽生善治らの講演と

対談を収録する。京都産業大学

の講演会を書籍化。

主体性とは、自分の考えや信念、

判断に基づいて行動すること。

「そもそも“考える”ってどうい

うこと？」「社会は若者にどんな

力を期待している？」「どうすれ

ば主体性が身につく？」…。主体

的に生きるための処方箋を探る。

鳥浜貝塚などで見つかった縄

文時代の植物質遺物、とくに

多量に出土した編みかごの研

究と最新の自然科学分析から、

高度な植物利用の知識と技術

の起源を解き明かす。

日本の教育システムからはみ出

した少女が、世界３５ヶ国以上

から生徒が集まる、日本初の全

寮制インターナショナル高校を

つくった…。いくつもの壁を乗

り越えて、難事業を成し遂げる

までを描くノンフィクション。

７／１２（水）から

夏休みの特別貸出期間に

なります。

返却日は８／１７（木）です。

この機会にぜひいろんな本を

読んでみてくださいね♪



暮らしと世界のリデザイン 山本　達也
ルポ　トランプ王国 金成　隆一
トランプがはじめた２１世紀の南北戦争 渡辺　由佳里

中高生からの選挙入門 谷　隆一
★ 「文明の衝突」はなぜ起きたのか 薬師院　仁志

どう考える？憲法改正中学生からの「知憲」　１ 谷口　真由美

◎ 戸籍 佐藤　文明
★ 共謀罪の何が問題か 高山　佳奈子

新共謀罪の恐怖 平岡　秀夫
お金ってなんだろう？ 長岡　慎介
エコノミックス マイケル・グッドウィン

◎ 現代資本主義 降旗　節雄
日本のすがた　２０１７ 矢野恒太記念会

日本国勢図会　２０１７／１８ 矢野恒太記念会

人びとの自然再生 宮内　泰介
◎ 部落差別と人権　２ 川内　俊彦
◎ 部落差別と宗教 川内　俊彦
◎ 部落差別を克服する思想 川元　祥一

うちのトコでは　５ もぐら
大学選びのための職業・進路案内夢が見つかる５３３職業 東進ハイスクール

１０代のための仕事図鑑 大泉書店編集部

◎ ヤクザ 朝倉　喬司
◎ 障害者 後藤　安彦

そろそろ、部活のこれからを話しませんか 中沢　篤史
中学生になったら 宮下　聡

★ 学校改革請負人 高橋　正尚
三つ子の医学部合格体験記 吉沢　実祐
医者・医学部がわかる
受験必要論 林　修
理学部・理工学部 佐藤　成美
人間は９タイプ 坪田　信貴

◎ 日本の軍隊　上下巻 前田　哲男

空想科学読本　３・６・１３ 柳田　理科雄

時空のからくり 山田　克哉
イラストレイテッド光の実験 田所　利康
生き物の描き方 盛口　満
美しいアンティーク生物画の本　クラゲ・ウヌ・ヒトデ篇 山田　英春
植物の描き方 盛口　満
驚きの菌ワールド 日本菌学会
タンポポハンドブック 保谷　彰彦
サクラハンドブック 大原　隆明
ウメハンドブック 大坪　孝之

★ その道のプロに聞くふつうじゃない生きものの飼いかた 松橋　利光
落ち葉の下の小さな生き物ハンドブック 皆越　ようせい

昆虫の描き方 盛口　満
鳥のフィールドサイン観察ガイド 箕輪　義隆
解体新書 クルムス
からだの免疫キャラクター図鑑 岡田　晴恵
できない脳ほど自信過剰 池谷 裕二
脳を守ろう 岩田　誠
王子様のくすり図鑑 木村　美紀

★ 自分を好きになろう 岡　映里
言語聴覚士になるには 中島　匡子
あなたの人生を変える雨の日の過ごし方 美野田　啓二

臨床工学技士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所

「おもてなし」という残酷社会 榎本　博明

4類　　数学・物理・化学・生物など

◎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

起きているのはイスラム教圏と

キリスト教圏の衝突ではない。

格差との闘い、不平等の連鎖と

の闘いである。闘争と葛藤が繰

り返されてきたヨーロッパ・中

東の歴史的経緯を振り返りつつ、

世界の緊張を解くための処方箋

を探る。

犯罪を計画段階で処罰する「共謀

罪」。危険性を指摘され、国会で

３度廃案になった法案が、「テロ

等準備罪」の呼び名で新設されよ

うとしている。第一線で活躍する

刑事法の研究者が、その数々の問

題点・矛盾点を指摘する。

名門私立を蹴って入学する生徒

も続々！新設の公立中高一貫校

が、全国にその名を轟かせるの

はなぜか？数々の学校を立て直

し、計画実現の辣腕を誇る横浜

市立南高附属中の初代校長が、

その秘訣を明かす。

『その道のプロに聞く

ふつうじゃない

生きものの飼いかた』

松橋 利光
スーパーで買ったアサリ、宅配

便で届いたイセエビ、通販で買

えるクリオネ、道で踏みそうに

なったダンゴムシ…。さまざま

な場面で出会う生きものたちの

飼いかたを、その道のプロが伝

授する。ウズラの卵を孵化させ

る方法も紹介。

『生きものの持ちかた その道

のプロに聞く』もあります☆

行動を変えると心も連動して変

わる。掃除、オシャレ、言葉…

胸に眠っていたこれらの「７つ

のスイッチ」を探り当て、行動

することで、重いうつが改善し、

毎日が驚くほど軽やかに動き始

めた１年半の実録手記。



使える理系英語の教科書 森村　久美子

美しい色の町なみ 淡野　明彦
★ 天皇に選ばれた建築家　薬師寺主計 上田　恭嗣

飛ぶ力学 加藤　寛一郎
いちばんよくわかるＷｅｂデザインの基本きちんと入門 伊藤　庄平
人はどのように鉄を作ってきたか 永田　和宏
火の科学 西野　順也
「香り」の科学 平山　令明
虹色のチョーク 小松　成美
あたらしい、ジップロックのつかいかた。

「凛とした魅力」がすべてを変える ジェニファー・Ｌ．スコット

ベジデコサラダの魔法 森安　美月

岡山の近代化遺産再発見 倉敷ぶんか倶楽部

ジャングルの極限レースを走った犬アーサー ミカエル・リンドノード

◎ 確率思考の戦略論 森岡　毅
★ 世界の美しい地下鉄マップ マーク・オーブンデン

キャスターという仕事 国谷　裕子 指定図書★

★ ブリューゲルへの招待 朝日新聞出版

学べるマンガ１００冊 佐渡島　庸平

おしゃべりな筋肉 西川　貴教
ディズニー・プリンセスのゆくえ 本橋　哲也
Ｔｈｅ　ａｒｔ　ｏｆ　ｓｐｉｒｉｔｅｄ　ａｗａｙ スタジオジブリ

こんなにいっぱいトランプ手品 平岩　白風
世界一受けたいサッカーの授業 ミケル・エチャリ
ニッポン発・世界基準！「フラットスイム」なら４泳法とも速く泳げる！ 高橋　雄介

基礎から分かる会話コミュニケーションの分析法 高梨　克也
★ 何がちがう？どうちがう？似ている日本語 佐々木　瑞枝

対訳フランス語で読む「レ・ミゼラブル」 Ｖｉｃｔｏｒ　Ｈｕｇｏ

声に出して楽しもう古典の世界　１・２ 伊東　玉美
もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら 神田　桂一
恋するエクソシスト　４・５ 梨沙
掟上今日子の裏表紙 西尾　維新
ネメシスの銃口 悪ノＰ
天あり、命あり 江上　剛
カーネーション いとう　みく
自閉症のうた 東田　直樹
アンタッチャブル 前川　裕
猫の傀儡 西条　奈加

★ カンパニー 伊吹　有喜
指定図書 夜間中学へようこそ 山本　悦子

放課後の厨房男子　２ 秋川　滝美
幸腹な百貨店　２ 秋川　滝美
雨の降る日は学校に行かない 相沢　沙呼
妖怪アパートの幽雅な日常　ラスベガス外伝 香月　日輪

◎ バチカン奇跡調査官　５ 藤木　稟
キキとジジ 角野　栄子
チェーン・ピープル 三崎　亜記
まっしょうめん！ あさだ　りん
狐霊の檻 広嶋　玲子
２２年目の告白 浜口　倫太郎

★ 余命１０年 小坂　流加
おんな城主直虎　２ 森下　佳子
真夜中のパン屋さん　５・６ 大沼　紀子

8類　　日本語・英語・その他言語

◇◆◇図書室は飲食禁止です！飲み物は必ず図書室の外に出て飲んで下さい！！◇◆◇
5類　　技術・環境問題など

7類　　芸術・スポーツ・音楽など

9類　　文学論・小説

6類　　農業・畜産・商業など
現地の香りただよう路線図を、

世界中から集めた地下鉄マップ。

歴史的路線図や鉄道網の発展、

地域ごとの特色、デザインの進

化など、多様な視点で路線図に

迫る。巻末に６６０都市・地域

の路線データ付き。

初めてでも楽しく鑑賞できるブ

リューゲル入門書。「バベルの

塔」など主要５作品のパーフェ

クト鑑賞講座。、ブリューゲル

を「語る」ための５つのキー

ワード、３０作品誌上ギャラ

リーなどを収録。

『天皇に選ばれた建築家

薬師寺主計』

上田 恭嗣
ル・コルビュジエの真髄を取り

入れて天皇の技師となり、日本

で最初にアール・デコを表現し、

倉敷をつくり上げた異色の建築

家・薬師寺主計。その建築群と、

「人間味」そのものであった生

き方を明白にする。

「あがる」と「のぼる」、「返す」

と「戻す」、「不在」と「留守」…。

似ている日本語のビミョーなニュア

ンス、教えます！日本人が意外と知

らない、似ていることばの使い分け

を、日本語教育の第一人者である著

者が解説。

バレエ団出向を命じられた製

薬会社社員と引退危機のダン

サー。各々が再起を賭ける公

演は難問山積みで…。直面す

る壁と闘う大人たちのブレイ

クスルー小説。

２０歳の茉莉は不治の病に倒れ、

余命１０年であることを知る。未

来に対する諦めから、死への恐怖

は薄れ、淡々とした日々を過ごし

ていく。趣味に情熱を注ぎ、恋は

しないと心に決める茉莉だったが

…。２００７年刊を大幅に加筆・

修正したラブストーリー。



★ 横浜駅ＳＦ 柞刈　湯葉
ストライク・ザ・ブラッド　１７ 三雲　岳斗
永遠という名の花 山本　蓮

◎ 高丘親王航海記 渋沢　竜彦
打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？ 岩井　俊二
探偵さえいなければ 東川　篤哉

★ 神様の願いごと 沖田　円
ストレンジ・シチュエーション 佐藤　青南
短編少年 集英社文庫編集部

決戦！新選組 葉室　麟
名作転生　１・２ 北野　勇作

◎ 今日の人生 益田　ミリ
働くことと生きること 水上　勉

◎ 九十歳。何がめでたい 佐藤　愛子
苦汁１００％ 尾崎　世界観

新釈漢文大系　９７ 岡村　繁
シャーロック・ホームズ完全ナビ ダニエル・スミス

指定図書★モンスーンの贈りもの ミタリ・パーキンス

スティーヴンソン スティーヴンソン

ブロンテ姉妹 ブロンテ姉妹

ディケンズ ディケンズ
マーク・トウェイン マーク・トウェイン

Ｅ・Ａ・ポー Ｅ．Ａ．ポー
ルイス・キャロル ルイス・キャロル

神々と戦士たち　４ ミシェル・ペイヴァー

メアリと魔女の花 メアリー・スチュアート

★ ロボット・イン・ザ・ガーデン デボラ・インストール

誓います ダン・サヴェージ

キッド ダン・サヴェージ

決定版グリム童話事典 高木　昌史
もうひとつの〈夜と霧〉 ヴィクトール・Ｅ．フランクル

カフカ カフカ
ゲーテ ゲーテ
ミスターオレンジ トゥルース・マティ

フローベール フローベール

バルザック バルザック
セルバンテス セルバンテス

ドストエフスキー ドストエフスキー

トルストイ トルストイ
おもいで星がかがやくとき（絵本） 刀根　里衣
ＵＭＡ水族館（絵本） 山田　玲司

☆予約＆リクエストは随時受付中！図書館カウンターまで☆
9類　　文学論・小説

先月の展示

高校図書委員さん達による、

『夏』にまつわる色んな本を展

示しています♪

高校３年生読書会による『マイＢＯ

ＯＫ Ｎｏ．１』！先生方のおすす

め本も紹介していただきました。

高校１年生の国語科・図書課企画に

併せて、『漢文の世界』の展示を行

いました☆

蔵書検索についての案内

https://digioka.libnet.pref.okayama.jp/ISLL/
上のアドレスにアクセスして、ＩＤとパスワー

ドを入力すると、岡山県立図書館と天城中学・

高校図書館の蔵書が自宅からでも検索すること

が出来ます。ぜひ活用してくださいね♪

夢もなく将来への希望もない高２

の七槻千世はある日、雨宿りに足

を踏み入れた神社で、人並み外れ

た美しい男性・常葉と出会う。そ

の神社の神様だという常葉は千世

に、「夢が見つかるまで神社の仕

事を手伝うこと」を命じ…。

日本は自己増殖する＜横浜駅＞に支

配されていた。脳に埋め込んだＳｕ

ｉｋａで管理されるエキナカ社会。

その外で暮らすヒロトは、エキナカ

を追放されたある男から人類の未来

を担う使命を課せられ…。

第１回カクヨムＷｅｂ小説コンテス

トＳＦ部門大賞を受賞。

インド生まれの母とアメリカ人の父

をもつ１５歳の少女ジャズ。母が

育った孤児院のあるインドのプネで

ひと夏を過ごすことに。過去の失敗

や容姿のコンプレックスにとらわれ

ていたジャズは、インドで次第に心

を開き…。中学校の読書感想文コン

クールの指定図書。

近未来のイギリス。３４歳のベン

はある朝、自宅の庭で壊れかけた

旧型ロボットのタングを発見。他

のアンドロイドにはない「何か」

を感じたベンは、作り主を探そう

とアメリカへ。ダメ男とポンコツ

男の子ロボットの友情物語。


