
 1  
 

新着図書案内 2018 年 11 月発行 

    

ラベル記号 タイトル 著者 出版社 
 

情報 

007.1/ベ ＶＲは脳をどう変えるか？／仮想現実の心理学 
ジェレミー ベイレン

ソン 著 
文藝春秋 

007.6/ヨ 
高校生からはじめるプログラミング／Ｎ高校の

プログラミング教育メソッドを大公開！ 
吉村総一郎 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

017.4/マ 
学校図書館はカラフルな学びの場／なるにはＢ

ＯＯＫＳ 
松田ユリ子 著 ぺりかん社 

049/セ 
社会人のこれは使える名前の由来／１７００も

の「名前のルーツ」が明らかになる！ 
西東社編集部 編 西東社 

071 朝日新聞縮刷版／２０１８年９月 朝日新聞社 編 朝日新聞出版 

 

郷土資料 

091/チ 三重 祭りの食紀行 千種清美 著 風媒社 

093/オ 

三重県食文化事典／大正時代から昭和十年ご

ろを中心に現在・過去から未来につなぐ郷土の

食文化 

大川吉崇 著 創英社 

 

心理・人生訓 

 

地理・歴史 

290.1/ハ 今こそ学ぼう地理の基本 長谷川直子 編 山川出版社 

290.9 ３６５日、今日行くべき世界で一番すばらしい場所 サラ バクスター編著 日東書院本社 

290.9/フ 
世界「奇景」探索百科／ヨーロッパ・アジア・アフリ

カ編／南北アメリカ・オセアニア編 
ジョシュア フォア著 原書房 

 

 

社会 

327 昔話法廷／Ｓｅａｓｏｎ３ 
ＮＨＫ Ｅテレ「昔話

法廷」制作班 編 
金の星社 

338/ム いま君に伝えたいお金の話 村上世彰 著 幻冬舎 

367.2 地図とデータで見る女性の世界ハンドブック 
イザベル アタネ 

編 
原書房 

368.2/ジ 
先生、貧困ってなんですか？／日本の貧困問題

レクチャーブック 

自立生活サポートセ

ンター もやい 著 
合同出版 

369.3/マ 
自衛隊防災ＢＯＯＫ／自衛隊ＯＦＦＩＣＩＡＬ ＬＩＦＥ 

ＨＡＣＫ ＣＨＡＮＮＥＬ 

マガジンハウス 編

集 
マガジンハウス 

379.7/コ 
東大医学部在学中に司法試験も一発合格した僕

のやっているシンプルな勉強法 
河野玄斗 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

382.1/オ くらべる日本／東西南北 おかべたかし 文 東京書籍 

383.8/ノ 
天ぷらにソースをかけますか？／ニッポン食文化

の境界線／ちくま文庫 
野瀬泰申 著 筑摩書房 

 

理科・医学 

404 
科学の迷信／世界をまどわせた思い込みの真相

／日経ＢＰムック 
 

日経ナショナルジ

オグラフィック社 

413.3/ア ゾンビ対数学／数学なしでは生き残れない コリン アダムズ 著 技術評論社 

498.3/ヤ スタンフォード式疲れない体 山田知生 著 サンマーク出版 

 

 

家庭 

596.3/ナ 
具だくさんおにぎり／朝・昼・晩・お留守番おいし

い６６レシピ 
中村美穂 著 

文化学園文化

出版局 

596.4/カ 
ラクラク作れて、男子も女子も喜ぶ！中高生の大

満足弁当３００／決定版！ 
上島亜紀 著 ナツメ社 

597.9/マ 図解 健康になりたければ家の掃除を変えなさい 松本忠男 著 扶桑社 

 

 

146.8/ス 
ＳＮＳカウンセリング入門／ＬＩＮＥによるいじめ・自

殺予防相談の実際 
杉原保史 著 北大路書房 

159/ジ 多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。 Ｊａｍ マンガ 文 サンクチュアリ出版 
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産業 

661.7/ツ 
荒くれ漁師をたばねる力／ド素人だった２４歳の専

業主婦が業界に革命を起こした話 
坪内知佳 著 朝日新聞出版 

686.2/ヴ 
はっけん！鉄道ＮＩＰＰＯＮ／地図と路線で知る４７

都道府県 
ヴィトゲン社 編 ＰＨＰ研究所 

 

芸術・スポーツ 

748/ト 世界はもっと美しい。 東京カメラ部 編 
日経ナショナルジ

オグラフィック社 

754.9/タ 
箸袋でジャパニーズ・チップ！／テーブルのうえで見

つけたいろんな形 
辰巳雄基 著 リトルモア 

778.7/カ 人生を変えるアニメ／１４歳の世渡り術 河出書房新社 編 河出書房新社 

779.9/ナ 
僕たちはどう伝えるか／人生を成功させるプレゼン

の力 
中田敦彦 著 宝島社 

782.3/サ 金栗四三／消えたオリンピック走者 佐山和夫 著 潮出版社 

 

言語 

810.7 外国人のための英語でわかるはじめての日本語 

宮崎道子 著 

栗田奈美 著 

坂本舞 著 

ナツメ社 

810.7/テ 
こんにちは、にほんご！／すぐに使える暮らしのか

んたん表現／英中韓訳付き 

てくてく日本語教

師会 著 
ジャパンタイムズ 

810.7/ナ 必携！日本語ボランティアの基礎知識 中井延美 著 大修館書店 

810.7/マ 
キクタン日本語＜日本語能力試験Ｎ３＞／聞いて覚

える日本語単語帳 
前坊香菜子 著 アルク 

810.7/マ 
キクタン日本語＜日本語能力試験Ｎ２＞／聞いて覚

える日本語単語帳 
前坊香菜子 著 アルク 

814.7/イ ＴＪＧ頭字語事典／教養を高める５００ワード 
一校舎頭字語研

究会 編 
ワニブックス 

816.5 
新小論文ノート／２０１９／ベストの問題・解答例・解

説集 

代々木ゼミナー

ル 編集 
代々木ライブラリー 

830.7 
でる順パス単英検 1 級・準 1 級・2 級・準 2 級／旺文

社英検書 
      旺文社 

830.7/英

検 
公式ＴＯＥＩＣ Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ ＆ Ｒｅａｄｉｎｇ問題集／４ 

Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ Ｔｅｓｔ

ｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃｅ 著 

国際ビジネスコミュニ

ケーション協会 

837/ア 天声人語／２０１８夏 
朝日新聞論説委

員室 編 
原書房 

 

小説 

913.6/アオ 君の嘘と、やさしい死神／ポプラ文庫ピュアフル 青谷真未 著 ポプラ社 

913.6/アオ ロウきゅーぶ！／14～15／電撃文庫 蒼山サグ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/アオ

/8 

浜村渚の計算ノート／８と１／２さつめ／講談社文

庫／つるかめ家の一族 
青柳碧人 著 講談社 

913.6/アリ 
小説パーフェクトワールド／君といる奇跡／講談社

文庫 
有賀リエ 原作 講談社 

913.6/イケ 下町ロケット／[４]／ヤタガラス 池井戸潤 著 小学館 

913.6/イケ 七つの会議／集英社文庫 池井戸潤 著 集英社 

913.6/イノ ハラスメントゲーム 井上由美子 河出書房新社 

913.6/ウワ 
あなたが母親の手料理を食べられる回数は、残り

３２８回です。／メゾン文庫 
上野そら 著 一迅社 

913.6/オオ プリティが多すぎる／文春文庫 大崎梢 著 文藝春秋 

913.6/オオ スクープのたまご／文春文庫 大崎梢 著 文藝春秋 

913.6/オン 七月に流れる花／講談社タイガ 恩田陸 著 講談社 

913.6/カキ 結婚相手は抽選で／双葉文庫 垣谷美雨 著 双葉社 

913.6/カワ 思い出が消えないうちに 川口俊和 著 サンマーク出版 

913.6/カワ 探偵は教室にいない 川澄浩平 著 東京創元社 

913.6/クボ 青少年のための小説入門 久保寺健彦 著 集英社 

913.6/コガ 
この空の上で、いつまでも君を待っている／メディ

アワークス文庫 
こがらし輪音 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/コモ オズの世界／集英社文庫 小森陽一 著 集英社 

913.6/シオ 歪んだ波紋 塩田武士 著 講談社 

913.6/スズ １４歳、明日の時間割 鈴木るりか 著 小学館 

913.6/スズ さよなら、田中さん 鈴木るりか 著 小学館 

913.6/トウ ログ・ホライズン／1～11 橙乃ままれ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/ニシ 掟上今日子の乗車券／[忘却探偵シリーズ] 西尾維新 著 講談社 

913.6/ヌカ 猫と狸と恋する歌舞伎町／新潮文庫ｎｅｘ 額賀澪 著 新潮社 
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913.6/ヒガ 沈黙のパレード 東野圭吾 著 文藝春秋 

913.6/マツ 走れ！Ｔ校バスケット部 1～10  松崎洋 著 幻冬舎 

913.6/ミカ

/8 

ビブリア古書堂の事件手帖／扉子と不思議な客人

たち／メディアワークス文庫 
三上延 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/ミネ 
こぐちさんと僕のビブリアファイト部活動日誌1～2／ビ

ブリア古書堂の事件手帖スピンオフ／電撃文庫 

三上延 原作監修 

峰守ひろかず 著 
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/ミヤ 校閲ガール／角川文庫 宮木あや子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/ミヤ 校閲ガール ア・ラ・モード／角川文庫 宮木あや子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/ユズ ねじまき片想い／創元推理文庫 柚木麻子 著 東京創元社 

933.7/ペリ ガイコツと探偵をする方法／創元推理文庫 レイ・ペリー 著 東京創元社 

933.7/ペリ ガイコツは眠らず捜査する／創元推理文庫 レイ・ペリー 著 東京創元社 

 

評論・エッセイ 

934.7/ウ 
これは水です／思いやりのある生きかたについ

て大切な機会に少し考えてみたこと 

デヴィッド・フォスタ

ー・ウォレス 著 
田畑書店 

 

進路・職業 

366.2/紫/139 絵本作家になるには／なるにはＢＯＯＫＳ 
小野明 著／柴田

こずえ 著 
ぺりかん社 

366.2/紫/5 美容師・理容師になるには／なるにはＢＯＯＫＳ 大岳美帆 著 ぺりかん社 

366.2/青/151 
バイオ技術者・研究者になるには／なるにはＢＯ

ＯＫＳ 
堀川晃菜 著 ぺりかん社 

366.2/赤/112 臨床検査技師になるには／なるにはＢＯＯＫＳ 岩間靖典 著 ぺりかん社 

366.2/赤/150 視能訓練士になるには／なるにはＢＯＯＫＳ 橋口佐紀子 著 ぺりかん社 

366.2/赤/68 獣医師になるには／なるにはＢＯＯＫＳ 井上こみち 著 ぺりかん社 

376.8/ア 
医学部／中高生のための学部選びガイド／なる

にはＢＯＯＫＳ 
浅野恵子 著 ぺりかん社 

 

 

 

 

 

 図書館からのお願い 
 

川越高校図書館では、貸出期間は 2 週間です。 

期限を守って利用してください。 

 

貸出の時、返却日をスタンプした栞を渡しています。 

返却日を確認してください。 

貸出用紙に記入して借りていく場合は、カウンターに栞を置いていますので、 

持って帰り、返却日忘れのないようにしましょう。 

 

2 週間で読み切れない、もっと借りたい場合は、 

カウンターで延長手続きができます。 

他の予約がない時に限り、2 週間延長されます。 

面倒に思うかもしれませんが、ご協力お願いします。 

 

返却は、図書館が閉まっていてもできます。 

図書館前の返却 BOX に入れてください。 

 

 

長期延滞している人へ 
延滞が続くと、本の紛失になりかねません。 

利用するつもりでも、一度返却をお願いします。 

図書館の本は逃げません。 

学校にもほぼ毎日来ます。 

自分の時間に余裕がある時にもう一度貸出しましょう。 


