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新着図書案内 2017年 11月発行 

    

ラベル記号 タイトル 著者 出版社 
 

学問・出版・情報 

002/シ/ 人生を豊かにする学び方／ちくまプリマー新書 汐見稔幸 著 筑摩書房 

022.8/ミ/ 美篶堂とはじめる本の修理と仕立て直し 美篶堂 著 河出書房新社 

070.4/マ/ 「ポスト真実」時代のネットニュースの読み方 松林薫 著 晶文社 

071// 朝日新聞縮刷版／２０１７年９月 朝日新聞社 編 朝日新聞社 

 

郷土資料 

093/ミ/ 三重県市町要覧／平成２９年度版 三重県地域連携部 三重県市町村振興協会 

 

哲学・心理学 

104/ス 人生を危険にさらせ！／幻冬舎文庫 
須藤凛々花 著 

堀内進之介 著 
幻冬舎 

141.5/サ/ 新しい分かり方 佐藤雅彦 著 中央公論新社 

 

歴史 

204/ス/ 図説世界史を変えた５０の戦略 
ダニエル スミス 著

小林朋則 訳 
原書房 

209.5/マ/ 
１４９３＜入門世界史＞ 

コロンブスからはじまるグローバル社会 

チャールズ Ｃ．マン 

著 
あすなろ書房 

210.1/ハ/ ＜女帝＞の日本史／ＮＨＫ出版新書 原武史 著 ＮＨＫ出版 

 

社会 

304/シ/ ジャパンタイムズ社説集／２０１７年上半期 
又江原裕 監修 

ジャパンタイムズ 編 
ジャパンタイムズ 

324.8/イ/ 戸籍のことならこの１冊／はじめの一歩 石原豊昭 共著 自由国民社 

324.8/イ/ 日本の無戸籍者／岩波新書 井戸まさえ 著 岩波書店 

334.4/カ/ 私、日本に住んでいます／岩波ジュニア新書 スベンドリニ・カクチ 著 岩波書店 

367.9/ハ/ ハタチまでに知っておきたい性のこと 橋本紀子 編 大月書店 

369.1/ナ/ 
これがソーシャルワークという仕事です／

自分の将来を考えている“あなた”へ 
中村剛 編 みらい 

369.4/カ/ 
外国人の子ども白書／権利・貧困・教育・

文化・国籍と共生の視点から 
荒牧重人 編 明石書店 

369.4/コ/ 子どもの貧困ハンドブック 松本伊智朗 編著 かもがわ出版 

382.5/ウ/ 
多文化理解のためのアメリカ文化入門／

社会・地域・伝承 
ウェルズ恵子 著 丸善出版 

 

理科・医学 

451.6/ミ/ 
雨はどのような一生を送るのか 

降る前から降った後までのメカニズム 
三隅良平 著 ベレ出版 

491.3/イ/ 
痛覚のふしぎ／脳で感知する痛みのメカニズ

ム／ブルーバックス 
伊藤誠二 著 講談社 

496.4/ク/ 
色弱の子を持つすべての人へ 

／２０人にひとりの遺伝子 
栗田正樹 著 北海道新聞社 

498.1/シ/ 
診療放射線技師の一日／医療・福祉の仕事見

る知るシリーズ 

ＷＩＬＬこども知育研

究所 編著 
保育社 

498.1/リ/ 
臨床工学技士の一日／医療・福祉の仕事見る

知るシリーズ 

ＷＩＬＬこども知育研

究所 編著 
保育社 

 

技術・産業 

596/ア/ あふれる元気！しらせの絶品力めし 海上自衛隊 協力 日東書院本社 

610/シ/ 農学が世界を救う！／岩波ジュニア新書 生源寺眞一［ほか］著 岩波書店 

686.2/カ/ 
リニア新幹線が不可能な７つの理由／岩波ブ

ックレット 
樫田秀樹 著 岩波書店 

 

芸術・スポーツ 

726.1/サ/ ３月のライオン／ひだまりのなかへ   ダイアプレス 

774/マ/ マンガでわかる歌舞伎 漆澤その子 監修 誠文堂新光社 

778.7/ス/ 
誰がこれからのアニメをつくるのか？ 

／中国資本とネット配信が起こす静かな革命 
数土直志 著 星海社 

778.7/ヨ/ 
大ヒットアニメで語る心理学 

／「感情の谷」から解き明かす日本アニメの特質 
横田正夫 著 新曜社 
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780.1/キ/ 基礎から学ぶスポーツリテラシー 
高橋健夫 編著者

代表 
大修館書店 

782/イ/ 
記録が伸びる！陸上競技メンタル強化メソッ

ド 
井村久美子 著 実業之日本社 

782/シ/ 
陸上競技 走跳投に必要なトップスピードを高

める練習／身になる練習法 
柴田博之 著 

ベースボール・

マガジン社 

 

小説 

913.6/アオ 
浜村渚の計算ノート／８さつめ／講談社文庫

／虚数じかけの夏みかん 
青柳碧人 [著] 講談社 

913.68/ナソ 
謎の館へようこそ／白／新本格３０周年記念

アンソロジー／講談社タイガ 
東川篤哉 [著] 講談社 

913.6/ナカ 無敵の二人 中村航 著 文藝春秋 

 

コミック・ライトノベル 

726.1/マツ 銀河鉄道９９９／１～１２／少年画報社文庫 松本零士 著 少年画報社 

913.6/シク キノの旅／１８～２１／ｔｈｅ Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｗｏｒｌｄ 時雨沢恵一[著] ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/ユウ 少年陰陽師シリーズ／まだらの印を削ぎ落とせ［他］  結城光流 〔著〕 
角川グループパ

ブリッシング 

 

英語多読書コーナー 

＜Ｍａｃｍｉｌｌａｎ Ｒｅａｄｅｒｓ＞ 

Ｌｅｖｅｌ ２／Ｂｅｇｉｎｎｅｒ 

Ｔｈｅ Ａｄｖｅｎｔｕｒｅｓ ｏｆ Ｔｏｍ Ｓａｗｙｅｒ Ｍａｒｋ Ｔｗａｉｎ ｒｅｔｏｌｄ ｂｙ Ｆ．Ｈ． Ｃｏｒｎｉｓｈ 

Ｔｈｅ ｌａｓｔ ｌｅａｆ ａｎｄ ｏｔｈｅｒ ｓｔｏｒｉｅｓ Ｏ．Ｈｅｎｒｙ／ｒｅｔｏｌｄ ｂｙ Ｋａｔｈｅｒｉｎｅ Ｍａｔｔｏｃｋ 

 

Ｌｅｖｅｌ ３ ／Ｅｌｅｍｅｎｔａｒｙ 

Ａ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ ｃａｒｏｌ Ｃｈａｒｌｅｓ Ｄｉｃｋｅｎｓ 

／ｒｅｔｏｌｄ ｂｙ Ｆ．Ｈ．Ｃｏｒｎｉｓｈ 

Ｓｉｌｖｅｒ ｂｌａｚｅ ａｎｄ ｏｔｈｅｒ ｓｔｏｒｉｅｓ Ｓｉｒ Ａｒｔｈｕｒ Ｃｏｎａｎ Ｄｏｙｌｅ 

／ｒｅｔｏｌｄ ｂｙ Ａｎｎｅ Ｃｏｌｌｉｎｓ 

Ｔｈｅ Ｃａｎｔｅｒｖｉｌｌｅ ｇｈｏｓｔ ａｎｄ ｏｔｈｅｒ ｓｔｏｒｉｅｓ Ｏｓｃａｒ Ｗｉｌｄｅ 

／ｒｅｔｏｌｄ ｂｙ Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｃｏｌｂｏｕｒｎ 

Ｌｅｖｅｌ ４／Ｐｒｅ-Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ 

Ｉ，Ｒｏｂｏｔ Ｉｓａａｃ Ａｓｉｍｏｖ／ｒｅｔｏｌｄ ｂｙ Ｔｔｒｉｃｉａ Ｒｅｉｌｌｙ 

 

＜洋書絵本＞ 

Ｔｈｅ ｌｉｔｔｌｅ ｆｉｒ ｔｒｅｅ Ｍａｒｇａｒｅｔ Ｗｉｓｅ Ｂｒｏｗｎ 

 

 

 

  夏休みを挟んだ実質 6 カ月弱で、5 回以上の貸出があった本は以下の通りです。 

  多くの人が聞いたことがありそうなタイトルの他、ビブリオバトルで紹介された

本、川越高ならではのものもありますね。 

蜜蜂と遠雷 恩田 陸 著 

貴族探偵／集英社文庫 麻耶 雄嵩 著 

追憶／小学館文庫 青島 武 著 

君の膵臓をたべたい 住野 よる 著 

また、同じ夢を見ていた 住野 よる 著 

か「」く「」し「」ご「」と「 住野 よる 著 

ナナマルサンバツ 各巻 杉基 イクラ 著 

猫と幽霊と日曜日の革命／角川文庫 河野 裕 著 

少年たちは花火を横から見たかった／角川文庫 岩井 俊二 著 

ムジナ探偵局 富安 陽子 著 

かがみの孤城 辻村 深月 著 

氷菓 米澤 穂信 著 

素敵な日本人 東野 圭吾 著 

ナビラとマララ 宮田 律 著 

騎士団長殺し 第一部 村上 春樹 著 

コンビニ人間 村田 沙耶香 著 

リバース 湊 かなえ 

4月～10月に利用が多かった本を紹介します 
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