
「文系？」「理系？」に迷ったら読む本 竹内　薫
◎ ＡＩにできること、できないこと 藤本　浩司
アレクサｖｓシリ ジェイムズ・ブラホス

ネット検索が怖い 神田　知宏
◎ 資質・能力を育てる学校図書館活用デザイン 稲井　達也
★ 本は読んだらすぐアウトプットする！ 斎藤　孝
答えは本の中に隠れている 岩波ジュニア新書編集部

まなの本棚 芦田　愛菜
新博物館園論 小林　秀司

◎ その悩み、哲学者がすでに答えを出しています 小林　昌平
「かわいい」のちから 入戸野　宏
「面白い！」のつくり方 岩下　智
妻のトリセツ 黒川　伊保子
大切な人を亡くしたあなたに ジュリア・サミュエル

★ 生きる 茂木　健一郎
令和を生きていくときに考えてほしいこと 学研プラス
１分間武士道 新渡戸　稲造
心。 稲盛　和夫
ビル・ゲイツの幸せになる質問 中谷　昌文
「今、ここ」にある幸福 岸見　一郎
ニュータイプの時代 山口　周
生きかたルールブック 斎藤　孝
Ｄｅａｒ　ＧＩＲＬＳ 朝日新聞「Ｄｅａｒ　Ｇｉｒｌｓ」取材班

君の悩みに答えよう 日本青年心理学会

男子が１０代のうちに考えておきたいこと 田中　俊之
「カルト」はすぐ隣に 江川　紹子

歴史的に考えるとはどういうことか 南塚　信吾
世界史で読み解く現代ニュース　宗教編 池上　彰
世界史の実験 柄谷　行人

★ １８歳からの歴史学入門 福岡大学人文学部歴史学科

「民族」を知れば、世界史の流れが見通せる 関　真興
承久の乱 本郷　和人
世界史のなかの蒙古襲来 宮脇　淳子
インスタ映えする戦国時代 スエヒロ
ゼロからやりなおし！戦国史見るだけノート 小和田　哲男
駿府の時代 杉山　元衛
年表昭和・平成史 中村　政則
平成の通信簿 吉野　太喜
世界史とつなげて学ぶ中国全史 岡本　隆司
世界史劇場第二次世界大戦熾烈なるヨーロッパ戦線 神野　正史

◎ 古代ギリシャのリアル 藤村　シシン
沈黙する教室 ディートリッヒ・ガルスカ

隣人ヒトラー エドガー・フォイヒトヴァンガー

南北戦争の時代 貴堂　嘉之
マヤ文明を知る事典 青山　和夫
メソアメリカを知るための５８章 井上　幸孝
マヤ文明 実松　克義
なぜあの人は輝いているのか 蓑宮　武夫

★ 歴史人物ケンミンバトル 大宮　耕一
天皇皇后両陛下と平成大災害 産経新聞社

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

倉敷天城中学校・高等学校
図書館発行

2019年9月10日
ＮＯ．４

約320冊入荷

（6/29～8/21入荷分）

図書館からのお知らせ

東雲祭、お疲れさまでした！暑かったですが、どの

ブロックも活き活きとしていましたね。

先月までに沢山の本が図書館に入っています。芥川

賞・直木賞受賞作品も揃っていますし、ぜひ新着本を

チェックしてみてくださいね。

アウトプットすれば読んだ本が

いっきに役立つ！ 仕事に必要な

あらゆる能力を一気に上達させる

「アウトプット読書の技法」を具

体的に紹介する。おすすめの図書

や、能力アップのトレーニング方

法も収録。

なぜ、この世界は生きづらいの

か？ なぜ、ありのままで生き

られないのか？ 脳科学者・茂

木健一郎と臨床心理家・長谷川

博一の対話。「生きづらさ」に

ついて心と脳の両方の側面から

アプローチする。

弥生時代に文字は使われたか？アヘ

ン戦争の真相とは？ 歴史に触れ始め、

興味をもった人々に、現役の大学の

先生たちが歴史の面白さを伝える、

歴史学入門。教科書に叙述されてい

る史実に関して、自分たちの専門領

域から語る。

戦上手の武将、超人伝説を持

つ偉人…。テーマごとに日本

史上の人物２人を選出し、そ

れぞれ４７都道府県の代表と

して、時空を超えて対決する。

時代の変遷や各時代の特徴な

どがわかる本。

芥
川
賞

直
木
賞



これからを生きる君へ 天野　篤
オリンピックを呼んだ男　田畑政治 近藤　隆夫
豊田喜一郎 山口　理
藩政改革者山田方谷 朝森　要
尚泰 川畑　恵
世界幻想とファンタジーの情景 パイインターナショナル

るるぶ東京観光　’２０
るるぶ大阪　’２０
るるぶ広島宮島　’２０
晴れの国おかやま検定公式参考書 吉備人出版編集部

るるぶ九州ベスト　’２０
るるぶ福岡　’２０
るるぶロサンゼルス　２０１９

ニュース検定公式テキスト＆問題集「時事力」基礎編３・４級　２０１９ ニュース検定公式テキスト編集委員会

ハッキリ言わせていただきます！ 前川　喜平
みんなの「わがまま」入門 富永　京子

◎ 革命 エマニュエル・マクロン

ヒロシマをのこす 佐藤　真澄
自分で考えるちょっと違った法学入門 道垣内　正人
人間に光あれ 中山　武敏
名作裁判あの犯人をどう裁く？ 森　炎
ゲーム理論入門の入門 鎌田　雄一郎

★ 経済の流行語・論点でたどる平成史 浜野　崇好
未来の地図帳 河合　雅司
地図でみる日本の外国人 石川　義孝
日本のすがた　２０１９ 矢野恒太記念会
コミュニケーション 大沢　真幸
うちのトコでは　６ もぐら
アマゾンの倉庫で絶望し、ウーバーの車で発狂した ジェームズ・ブラッドワース

虐待死 川崎　二三彦
老人喰い 鈴木　大介
なんとなくは、生きられない。 野沢　和弘
南海トラフ地震 秋山　充良
わたしは１２歳、爆撃される悪夢を見る夜。 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

生まれ、育つ基盤 松本　伊智朗
「学校」をつくり直す 苫野　一徳

◎ 教育の力 苫野　一徳
◎ 「主体的学び」につなげる評価と学習方法 Ｓｕｅ　Ｆｏｓｔａｔｙ　Ｙｏｕｎｇ

◎ 国際理解教育ハンドブック 日本国際理解教育学会

持続可能な社会に必要な資質・能力を育むエネルギー環境教育 山下　宏文
高校授業「学び」のつくり方 稲井　達也
アクティブ・ラーニングの条件 堀　裕嗣

★ ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ

地域協働による高校魅力化ガイド 地域・教育魅力化プラットフォーム

栄養学部 佐藤　成美
大逆転合格する人だけが知っている秘密の習慣 柏村　真至
私の医学部合格作戦　’２０ エール出版社

◎ 私の東大合格作戦　’２０ エール出版社
私の京大合格作戦’２０ エール出版社
地域活動のススメ 新谷　和代

◎ 世界で活躍する子の〈英語力〉の育て方 船津　徹
開幕！世界あたりまえ会議 斗鬼　正一
食べるとはどういうことか 藤原　辰史
幻想ドラゴン大図鑑 健部　伸明
日本の伝説　山陽・山陰 藤沢　衛彦 リアルサイズ古生物図鑑　古生代編・中世代編 土屋　健
こころの人類学 煎本　孝 恐竜まみれ 小林　快次

敗者の生命史３８億年 稲垣　栄洋
無（ゼロ）のかがく トコトンやさしいゲノム編集の本 宮岡　佑一郎
知らないと恥をかく最新科学の話 中村　幸司 王家の遺伝子 石浦　章一
知っていることの９割はもう古い！理系の新常識 現代教育調査班 コケの国のふしぎ図鑑 左木山　祝一
ことばにできない宇宙のふしぎ エラ・フランシス・サンダース ざんねんないきもの事典　もっと 今泉　忠明
妖怪　空想科学読本 柳田　理科雄 すごいぜ！！動物スポーツ選手権 新宅　広二
カガク力を強くする！ 元村　有希子 わけあってこの名前 いずもり　よう
文部科学大臣賞を受賞した小学１年生のすごい自由研究「セミをさがしたなつやすみ」 吉川　蒼都 昆虫たちのすごい筋肉 岩本　裕之

◎ 数学オリンピックへの道　１～３ 小林　一章 海の魚大図鑑 石川　皓章
◎ 数学者の孤独な冒険 アレクサンドル・グロタンディーク 小笠原が救った鳥 有川　美紀子
数学ガールの秘密ノート　ビットとバイナリー 結城　浩 ★ 長寿時代の医療・ケア 会田　薫子

★ ハートの女王とマハラジャの対決 坂井　公 安楽死・尊厳死を語る前に知っておきたいこと 安藤　泰至
数の女王 川添　愛 ぼくとチョビの体のちがい 佐々木　文彦
高校数学でわかる複素関数 竹内　淳 キレる！ 中野　信子
トポロジー入門 都筑　卓司 からだの細菌キャラクター図鑑 岡田　晴恵
世界の仕組みを物理学で知る 松原　隆彦 医者が教える熱中症対策
時間のすべて 絵でわかる食中毒の知識 伊藤　武
タイムマシンって実現できる？ 二間瀬　敏史 不自由を自由に変える魔法の仕事 川村　慶
プリンシピア　第１編・第２編 アイザック・ニュートン リハビリ 長谷川　幹
炭素はすごい 斎藤　勝裕 ３６５通りのストレス対処法 アダム・ゴードン
宇宙を生きる 磯部　洋明 疲れない大百科 工藤　孝文
地形の科学 西川　有司 世界一さら～っとわかる栄養学 松田　早苗

2類　　歴史・伝記・地理など

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。

4類　　数学・物理・化学・生物など

3類　　社会・経済・教育・法律など

アヘ

歴史に触れ始め、

バブル崩壊、構造改革と規制緩

和、損失補てん、格差社会、日

本版ビッグバン、就職氷河期、

アベノミクス…。経済の新語・

流行語から平成の時代を眺め、

そこから得たもので、経済の先

行きを展望する。

優等生の「ぼく」が通い始めたの

は、人種も貧富もごちゃまぜの

「元・底辺中学校」。世界の縮図

のような日常を、思春期真っ只中

の「ぼく」と著者である母は、と

もに考え悩み乗り越え…。傑作

エッセイ。

ハートの女王がコイン投げ２０

回目で収支が０になる確率は？

「不思議の国のアリス」のキャ

ラクターなどが登場するストー

リーを楽しみながら、数学的思

考を育てるパズルが満載。

医療・ケアの現場を丹念に調査

し、人生の最終段階における医

療はどうあるべきか、その考え

方を示す。老年医学と臨床倫理

の知見を踏まえつつ、超高齢社

会における医療とケアの役割を

整理する。



ＳＤＧｓが地方を救う 米谷　仁
★ 地球をめぐる不都合な物質 日本環境化学会
大量廃棄社会 仲村　和代
住まいの基本を考える 堀部　安嗣
きれいに縫うためのパターン裁断縫い方の基礎の基礎 水野　佳子

◎ 私でもスパイスカレー作れました！ 印度カリー子
砂糖不使用！野菜と果物だけで作るベジフル発酵ジュースとレシピ 岩田　麻奈未
日本一美味しいのり弁の作り方 杵島　直美

★ かわいいねりきり 桔梗　有香子

有機農業という最高の仕事 関塚　学
麺の科学 山田　昌治
エコロジー炭暮らし術 炭文化研究所
ＪＲ・私鉄特急大百科 「旅と鉄道」編集部

★ 鉄道時刻表の暗号を解く 所沢　秀樹
ちょっと自慢できるヒコーキの雑学１００ チャーリィ古庄
チコちゃんに叱られる　１・２ ＮＨＫ「チコちゃんに叱られる！」制作班

科学でアートを見てみたら ロイク・マンジャン

世界遺産のひみつ 宮沢　光
もっと知りたい葛飾北斎 永田　生慈
岡本太郎 平野　暁臣
フェルメールと天才科学者 ローラ・Ｊ．スナイダー

モネ作品集 モネ
初めての水墨画楽しく描ける基本とコツ 矢形　嵐酔
鉛筆一本ではじめる光と陰の描き方 ＯＣＨＡＢＩ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ

キングダム　１～５ 原　泰久
◎ はたらかない細胞　１・２ 杉本　萌
「大家さんと僕」と僕 矢部　太郎
やなせたかし 中野　晴行
手塚治虫 中野　晴行
愛と感謝の美容室　バグジー 田原　実
かっこちゃん 池田　奈都子
植松電機 田原　実
沖縄教育出版 田原　実
福島ひまわり里親プロジェクト物語 田原　実
テラ・ルネッサンス　１・２ 田原　実
大家さんと僕　これから 矢部　太郎
ピーターラビットの仲間たち写真集 菜十木　ゆき

★ フォント部へようこそ フォント部
ニッポンのはたらく人たち 杉山　雅彦

◎ 音楽の話をしよう 寺内　大輔
◎ 小沢征爾さんと、音楽について話をする 小沢　征爾
◎ 心を動かす音の心理学 斎藤　寛
◎ 楽譜をまるごと読み解く本 西村　理
海外名作映画と巡る世界の絶景 インプレス編集部

東京五輪マラソンで日本がメダルを取るために必要なこと 酒井　政人
実戦スキルを極める！必勝！ハンドボールレベルアップのコツ５０ 松井　幸嗣
勝つ！ソフトテニス最強トレーニング５０ 中堀　成生
部活で差がつく！勝つテニス最強のポイント５０ 矢崎　篤

★ 心を強くする サーシャ・バイン
甲子園を目指せ！古豪復活の道のり タイムリー編集部

ＤＶＤで差がつく！競泳背泳ぎタイムを縮める４０のコツ 草薙　健太
入門した人、したい人のための茶道ＢＯＯＫ 淡交社編集局
和の香りを楽しむ「お香」入門 山田松香木店

◎ 花と俺 東　信
頭の“瞬発力”がアップする０秒クイズ 知的生活追跡班

瞬間声トレ 司　拓也
★ 大学入学共通テスト国語〈現代文〉が１冊でしっかりわかる本 兵頭　宗俊
ことばのトリセツ 黒川　伊保子
ちょっと自慢したくなる！難読漢字の豆知識 造事務所
１３歳からの「気もちを伝える言葉」事典 矢野　耕平
小論文これだけ！　模範解答医学・看護・医療編 樋口　裕一
ポジティブになれる英語名言１０１ 小池　直己
大学入学共通テスト英語が１冊でしっかりわかる本 関　正生
英検準１級面接・攻略ポイント２０
英検準２級面接・攻略ポイント２０
英検３級面接・攻略ポイント２０
英検２級面接・攻略ポイント２０
他言語とくらべてわかる英語のしくみ 宍戸　里佳

◎ ＴＨＥ　ＡＶＥＮＧＥＲＳで英語が話せる本 ｋａｚｕｍａ

５分後に意外な結末ｅｘ　アクアマリンからあふれる涙 桃戸　ハル
コレクション日本歌人選　６７　森鴎外 今野　寿美
宇治拾遺物語 伊東　玉美
Ｇ－ジャイガンティス－ 小森　陽一
落花 沢田　瞳子
あとは切手を、一枚貼るだけ 小川　洋子

9類　　文学論・小説

5類　　技術・環境問題など

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

◇◆◇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。◇◆◇

地球規模で進行する深刻な環境汚

染の実態を伝える一冊。ＰＯＰｓ

（残留性有機汚染物質）、マイク

ロプラスチック、ＰＭ２．５、水

銀など、“地球をめぐる不都合な

物質”について、第一線で活躍す

る環境化学者たちが解説する。

日本の美しいお菓子「ねりきり

（練り切り）」を家庭で手軽に

作って楽しめるように、ねりきり

の基本的な作り方から、手や細工

棒を使ったさまざまな造形方法、

「あんクリーム」を使った新しい

ジャンルの和菓子まで紹介する。

スマホで瞬時に分かるのに、

紙の時刻表が売れ続けている

のはなぜ？ 屈指のテッちゃん

ライターが、紙の時刻表なら

ではの“非合理”の楽しみ方

を紹介する。

楽しく学べるフォント入門書。

フォントの基本的な知識を紹介し

たうえで、フォントの種類や効果

をデザイナーの意図を探りながら

考察。日本を代表するフォント

メーカー４社のデザイナーへのイ

ンタビュー等も収録。

完全主義を捨てる、ＳＮＳには距

離を置く、迷ったら「絶対に自分

ファースト」でいい…。大坂なお

みを世界Ｎｏ．１へと導いたコー

チが、その旅路のすべてを明かし

つつ、心を強くする考え方や行動、

習慣を伝授する。

「大学入学共通テスト」の「国語

[現代文]」出題傾向がわかる。今、

どんな勉強をすればいいかがわか

る。試験本番で何をすればいいか

がわかる。不安が自信に変わる！

「大学入学共通テスト」の準備は

この1冊で完璧にしよう！



平場の月 朝倉　かすみ 誰そ彼の殺人 小松　亜由美
芥川賞 むらさきのスカートの女 今村　夏子 天使も怪物も眠る夜 吉田　篤弘

炎天夢 今野　敏 警官の目 今野　敏
化学探偵Ｍｒ．キュリー　８ 喜多　喜久 ５分後にいい気味なラスト エブリスタ

◎ 螺旋の手術室 知念　実希人 世界の美しさをひとつでも多く見つけたい 石井　光太
★ めぐり逢いサンドイッチ 谷　瑞恵 自由思考 中村　文則
いつか、眠りにつく日　２ いぬじゅん ★ みらいめがね 荻上　チキ
九度目の十八歳を迎えた君と 浅倉　秋成 かわいい見聞録 益田　ミリ
旧友再会 重松　清 見えないからこそ見えた光 岩本　光弘
119 長岡　弘樹 〈レンタルなんもしない人〉というサービスをはじめます。 レンタルなんもしない人

高校サッカーボーイズＵ－１８ はらだ　みずき ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。 幡野　広志
天使のにもつ いとう　みく 平和の栖（すみか） 弓狩　匡純
マレスケの虹 森川　成美 涙の向こうに花は咲く 吉野　やよい
日の出 佐川　光晴 ８２年生まれ、キム・ジヨン チョ　ナムジュ
天地ダイアリー ささき　あり サー・ガウェインと緑の騎士 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン

線は、僕を描く 砥上　裕将 ◎ シャーロック・ホームズ最後の挨拶 コナン・ドイル
百の夜は跳ねて 古市　憲寿 子犬たちのあした ミーガン・リクス
神獣の都 小林　泰三 鏡のなかの幽霊 ジョン・ベレアーズ

ＨＥＬＬＯ　ＷＯＲＬＤ 野崎　まど 風がはこんだ物語 ジル・ルイス
ケーキ王子の名推理（スペシャリテ）　４ 七月　隆文 わたしがわたしであるために Ｅ．ロックハート
東京二十三区女　２ 長江　俊和 ヤング・シャーロック・ホームズ　Ｖｏｌ．６ アンドリュー・レーン

ウナノハテノガタ 大森兄弟 わたしがいどんだ戦い１９４０年 キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー

★ いけない 道尾　秀介 ★ 世界を救う１００歳老人 ヨナス・ヨナソン
いつかの岸辺に跳ねていく 加納　朋子 モンテーニュ 宮下　志朗
カザアナ 森　絵都 ぼくたちは幽霊じゃない ファブリツィオ・ガッティ

希望の糸 東野　圭吾 ポリぶくろ、１まい、すてた（絵本） ミランダ・ポール
クジラアタマの王様 伊坂　幸太郎
ぼくらののら犬砦 宗田　理
キノの旅　２２ 時雨沢　恵一
夏物語 川上　未映子
いるいないみらい 窪　美澄
お願いおむらいす 中沢　日菜子
さよならの儀式 宮部　みゆき
或るエジプト十字架の謎 柄刀　一
鬼人幻灯抄　葛野編 中西　モトオ
忘却城　鬼帝女の涙 鈴森　琴
ルパンの帰還 横関　大
勘違い 猫森　夏希
吉祥寺よろず怪事（あやごと）請負処　４ 結城　光流
京都寺町三条のホームズ　１２ 望月　麻衣

★ 「悩み部」の復活と、その証明。 麻希　一樹
小説天気の子 新海　誠
「未完成」なぼくらの、生徒会 麻希　一樹
小説ブラック・ジャック 瀬名　秀明

★ 手のひらの楽園 宮木　あや子
密室を開ける手 藤本　ひとみ

直木賞 渦 大島　真寿美
夏の騎士 百田　尚樹
カム・ギャザー・ラウンド・ピープル 高山　羽根子
未来を、１１秒だけ 青柳　碧人
トリニティ 窪　美澄
バチカン奇跡調査官　１５ 藤木　稟
ちょっと今から人生かえてくる 北川　恵海
これは経費で落ちません！　６ 青木　祐子

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☆★☆

靱公園にある「ピクニック・バス

ケット」は、笹子と蕗子の姉妹が営

む手作りサンドイッチの専門店。子

供のころの記憶に苦しむＯＬや、父

の再婚に悩む少女―迷える人々の心

を、絶品サンドイッチが癒やす優し

くも愛おしい物語。

友達のいない少年が目撃した殺

人現場は本物か？ 偽物か？ 各章

の最終ページを捲ると現れる地

図や写真の意味が解った瞬間、

物語の別の顔が見えてくる…。

驚愕ミステリー。

高校で「エステ科」に通う友麻。

家が貧乏で母は行方不明でも、楽

しい学園生活を満喫中！ 世間の価

値観に振り回されず、素の自分の

ままで進んでいく彼女が辿りつい

た場所は―。『ｙｏｍ ｙｏｍ』連

載を加筆修正して単行本化。

めがねを掛け替えれば、生活の

見え方はぐんと変わる。日常と、

世の中から呪いを解いていく、

荻上チキとヨシタケシンスケの

新感覚エッセイ。『暮しの手

帖』連載を書籍化。

１０１歳のアランと親友のユー

リウスが乗った熱気球がインド

洋に不時着。漂流していたとこ

ろを北朝鮮の船に助けられ…。

各国のリーダーを翻弄するドタ

バタアドベンチャー。「窓から

逃げた１００歳老人」の続編。

５分程度の時間で読めて、ラス

トにはあっと驚く意外な結末

が！ 永和学園の自称「悩み部」

に集まった個性的なメンバーが

繰り広げる、ほろ苦くて、笑え

て、切ない青春学園ストーリー。

全１６編の短編を収録。


