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新着図書案内 2020年 10 月    

川越高校図書館発行 
分類 タイトル 著者 出版社等 

 

０．総記（雑学、ジャーナリズム、情報など） 

007.1 ＡＩの壁／ＰＨＰ新書 養老孟司 ＰＨＰ研究所 

007.3 SNS暴力 なぜ人は匿名の刃をふるうのか 毎日新聞取材班 毎日新聞出版 

069 ミュージアムを知ろう／なるにはＢＯＯＫＳ 横山佐紀 ぺりかん社 

 

１．哲学、心理学、宗教 

116 よくわかる思考実験／イースト新書Ｑ 高坂庵行 イースト・プレス 

159.6 女と男はすれ違う！／ポプラ新書 黒川伊保子 ポプラ社 

 

２．歴史、伝記、地理、ガイドブック 

280.4 
世界は女性が変えてきた 夢をつないだ

８４人の勇者たち 

ケイト・ホッジズ

著/西川知佐 訳 
東京書籍 

289.1 アフリカ出身サコ学長、日本を語る ウスビ・サコ 朝日新聞出版 

291 
1日 1ページ、読むだけで身につく 

日本の教養 365 
齋藤孝 監修 文響社 

291.5 ナゴヤ愛 地元民も知らないスゴイ魅力 
陽菜ひよ子・

宮田雄平 
秀和システム 

 

３．政治、経済、社会、教育、マナー 

302.1 ユニークな「日本文化」論 大森和夫ほか編 国際交流研究所 

312.2 中東政治入門／ちくま新書 末近浩太 筑摩書房 

333.8 SDGs（持続可能な開発目標）/中公新書 蟹江憲史 中央公論新社 

370 教育業界で働く／なるにはＢＯＯＫＳ 三井綾子 ぺりかん社 

374.3 いい教師の条件／ＳＢ新書 諸富祥彦 SB クリエイティブ 

376.8 大学入試がわかる本 中村高康 編 岩波書店 

寒い日が増えてきました。体調には気をつけてくださいね。 

寒い日は、家で暖かくしながら読書を！ １０月の新着図書の紹介です！ 

 

分類 タイトル 著者 出版社等 

 

４．数学、物理学、科学、天文学、動植物、医学、薬学 

410.4 
読み出したら止まらない！ 

文系もハマる数学／青春新書 
横山明日希 青春出版社 

457 リアルサイズ古生物図鑑 新生代編 土屋健 著 技術評論社 

488.5 ハシビロコウのすべて 改訂版 今泉忠明 監修 廣済堂出版 

490.4 
未来の医療年表 １０年後の病気と 

健康のこと／講談社現代新書 
奥真也 講談社 

493.7 ＨＳＰと不安障害 高田明和 廣済堂出版 

498 病気・けが・救助の英・中会話表現 
聖路加国際 

病院 監修 
アルク 

498.5 きれいにやせる食材＆食べ方図鑑 岸村康代 家の光協会 

498.5 科学的に正しい食品の大百科  ニュートンプレス 

 

５．技術、工学、生活、料理 ＆ ６．農業、林業、水産業、ビジネス 

519.8 絵本のようにめくる世界遺産の物語 
村山秀太郎・ 

本田陽子 監修 
昭文社 

523 世界の夢のルネサンス建築 飛ヶ谷潤一郎 エクスナレッジ 

530.4 世界で一番美しい「もの」のしくみ図鑑 
セオドア・グレイ

著/武井摩利 訳 
創元社 

596.4 藤井弁当 お弁当はワンパターンでいい！ 藤井恵 学研プラス 

596.4 お弁当サンド 若山曜子 KADOKAWA 

596.6 ポリ袋で作るズボラさんの感動おやつ 梶晶子 家の光協会 

654.8 けものが街にやってくる 羽澄俊裕 地人書館 

699.3 テレビリサーチャーという仕事 高橋直子 青弓社 
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７．美術、音楽、映画、スポーツ、マンガ、絵本 

726.1/ス

/19 
ナナマルサンバツ １９ 杉基イクラ KADOKAWA 

726.1/ハ はたらく細胞ＢＬＡＣＫ １～５ 原田重光 原作 講談社 

726.5 １、２、３色の色えんぴつでイラスト ふじわらてるえ 誠文堂新光社 

780 見えないスポーツ図鑑 伊藤亜紗ほか著 晶文社 

８．言語（敬語、文章の書き方、外国の言葉など） 

810.4 超一流できる大人の語彙力 安田正 プレジデント社 

814.5 類語ニュアンス辞典 中村明 編著 三省堂 

816.5 小論文これだけ！ 経済・経営編 樋口裕一ほか著 東洋経済新報社 

834 丸暗記なしで身につく見る英単語 刀祢雅彦 明日香出版社 

 

９．文学（小説、ルポ、エッセイ、文学研究など） 

901.3 
ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を

面白く読む方法 
三宅香帆 笠間書院 

910.2 文豪たちのずるい謝罪文 山口謠司 宝島社 

913.6/ア Ａｎｏｔｈｅｒ 2001 綾辻行人 KADOKAWA 

913.6/イ 犬がいた季節 伊吹有喜 双葉社 

913.6/イ 空想クラブ 逸木裕 KADOKAWA 

913.6/オ ワトソン力 大山誠一郎 光文社 

913.6/オ とわの庭 小川糸 新潮社 

913.6/カ 三郎と幸福のホテル 笠原正雄 ＰＨＰ研究所 

913.6/キ ようこそ実力至上主義の教室へ２年生編 ３ 衣笠彰梧 KADOKAWA 

913.6/サ わたしが消える 佐野広実 講談社 

913.6/シ デルタの羊 塩田武士 KADOKAWA 

913.6/シ 私が結婚しない本当の理由 志駕晃 中央公論新社 

913.6/ナ 働く女子に明日は来る！ 中澤日菜子 小学館 

913.6/ナ 始まりの木 夏川草介 小学館 

913.6/ニ デリバリールーム 西尾維新 講談社 

913.6/マ ちえもん 松尾清貴 小学館 

913.6/マ 青くて、溺れる 丸井とまと KADOKAWA 

913.6/ム 風よ あらしよ 村山由佳 集英社 

914.6/ツ 図書室で暮らしたい／講談社文庫 辻村深月 講談社 

914.6 世間とズレちゃうのはしょうがない 
養老孟司・ 

伊集院光 
PHP研究所 

929.1/チ 彼女の名前は チョ・ナムジュ著 筑摩書房 

933.7/エ ワシントン・ブラック エシ・エデュジアン 小学館 

933.7/マ 
時間旅行者のキャンディボックス 

／創元 SF文庫 

ケイト・マスカ 

レナス著 
東京創元社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

「ビブリオバトル２０２０ 四日市決戦」について 
 

 

 １１月１１日（水）と１１月１６日（月）に、「ビブリオバトル 2020 四日市 
決戦」があります。今年はオンラインでの開催となり不規則な形にも関わらず、
発表者の申込もあって、感謝しています。 

 ビブリオバトルに関連して、下記の連絡を確認してください。 
 

① 「聴衆」募集中！ 
 まだまだ、聴衆として参加してくれる人を募集しています！ 
 聴衆は、発表者（バトラー）の発表を聞き、優勝者を決めるための

投票を行うという役割があります。発表を聞くだけで良いので、少
しでもビブリオバトルに興味のある人は参加してみてください！ 

 募集の締切は、１１月４日（水）です。 
 

② ビブリオバトル当日の、図書館の開館について 
 本校は、１１月１１日（水）にビブリオバトルに参加します。 
 会場として図書館を使用するため、１１日は１２時３０分までの 

開館、午後から閉館となります。注意してください。 
 

※ ビブリオバトルとは【公式ルール】 
 ① 発表者（バトラー）が読んで面白いと思った本を持って集まる。 
 ② 順番に１人５分間で本を紹介する。 
 ③ それぞれの発表の後に参加者全員でその発表に関するディスカッショ 

ンを２～３分行う。 
 ④ 全ての発表が終了した後に「どの本が１番読みたくなったか？」を 

基準にとした投票を参加者全員１票で行い、最多票を集めたものを 
『チャンプ本』とする。 

 
四日市決戦のローカルルール 
 ① 発表する本のジャンルは問わないが、マンガと雑誌は対象外とする。 
 ② 発表の際は、パネルやレジュメは使用しない（小道具は可） 


