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新着図書案内 2020年 1１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） 

019 夜ふかしの本棚／中公文庫 朝井リョウほか著 中央公論新社 

019.5 世界で読み継がれる子どもの本 100 コリン・ソルター 原書房 

031 現代用語の基礎知識２０２０・２０２１  自由国民社 

031.5 ギネス世界記録２０２１ クレイグ・グレンディ KADOKAWA 

 

１．哲学、心理学、宗教 

141.9 性格とは何か／中公新書 小塩真司 中央公論新社 

159 ０ 上・下 さとうみつる サンマーク出版 

 

２．歴史、伝記、地理、ガイドブック 

204 若者に伝えたい英雄たちの世界史 倉山満 ワニブックス 

204 
辺境の怪書、歴史の驚書、ハードボイルド

読書合戦／集英社文庫 

高野秀行 ・ 

清水克行 
集英社 

210.4 一冊でわかる戦国時代 大石学 監修 河出書房新社 

230.7 池上彰のまんがでわかる現代史 欧米 池上彰 著 小学館 

289.1 日本資本主義の父 渋沢栄一の生涯 渋沢栄一研究会 宝島社 

 

３．政治、経済、社会、教育、マナー 

304 日本のあかるいニュース 池上彰 監修 文響社 

316.8 レイシズムとは何か／ちくま新書 梁英聖 筑摩書房 

326.5 塀の中の事情／平凡社新書 清田浩司 平凡社 

367.3 家族のトリセツ／ＮＨＫ出版新書 黒川伊保子 ＮＨＫ出版 

370.4 学校の大問題／SB新書 石川一郎 SB クリエイティブ 

374 学校弁護士／角川新書 神内聡 KADOKAWA 

380.1 みんなの民俗学／平凡社新書 島村恭則 平凡社 

再び、外出が難しくなってきていますね。 

家で過ごすときには、本を手に取ってください。 １１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 

404 科学の名著５０冊が１冊でざっと学べる 西村能一 KADOKAWA 

410.4 
思わず興奮する！こういう数学のはなし

なら面白い／ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 
池田洋介 河出書房新社 

420 物理が楽しくなる！キャラ図鑑 川村康文 新星出版社 

491.3 世界一ゆかいな脳科学講義 
アンジュリーク・ファン・

オムベルヘン文 
河出書房新社 

493.7 摂食障害のすべて 高木洲一郞 日本評論社 

493.8 
感染症とワクチンについて専門家の 

父に聞いてみた 

さーたり・ 

中山哲夫 
KADOKAWA 

494.9 
性感染症 プライベートゾーンの 

怖い医学／角川新書 
尾上泰彦 KADOKAWA 

 

５．技術、工学、生活、料理 

595.6 
ダイエットに失敗し続けた人に 

教えたいやせ方の正解 
門脇妃斗未 KADOKAWA 

596 力尽きレシピ 犬飼つな 光文社 

596 定番１０品からレシピが広がるおかず力 石原洋子 学研プラス 

596 
毎日かんたん、毎日おいしい。 

３６５日の作りおき  
macaroni KADOKAWA 

596.2 
日本の調味料と食材で作る  

ペギーさんのおいしい台湾レシピ 
ペギー・キュウ KADOKAWA 

596.2 
台湾スープ ぜんぶ日本の食材で 

できる！ おうちで味わう台湾気分 
山脇りこ 誠文堂新光社 

596.3 野菜はあたためて食べる！ 堤人美 新星出版社 

596.6 
100均の焼き型で、かんたん、 

かわいい しあわせのイラストパン 
Ran KADOKAWA 
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７．美術、音楽、映画、スポーツ、マンガ、絵本 

726.1 「鬼滅の刃」の折れない心をつくる言葉 藤寺郁光 あさ出版 

726.1/ 

ス/20 
ナナマルサンバツ ２０ 杉基イクラ KADOKAWA 

726.6/ト 迷子の魂／絵本 
オルガ・トカル 

チュク文 
岩波書店 

755.3 世界のクラウンジュエル 
パイインター 

ナショナル編著 

パイインター 

ナショナル 

780.7 ざんねんな筋トレ図鑑  小島央 マキノ出版 

798 カズレーザーが解けなかったクイズ 200問 カズレーザー マガジンハウス 

 

８．言語（敬語、文章の書き方、外国の言葉など） 

835 日本語で理解する英文法 川村健治 明日香出版社 

836 新版 日本人に共通する英語のミス１５１ 
ジェイムズ・H・

M・ウェブ 

ジャパンタイム

ズ出版 

 

９．文学（小説、ルポ、エッセイ、文学研究など） 

910.2 文豪の死に様 門賀美央子 誠文堂新光社 

913.6/ア お探し物は図書室まで 青山美智子 ポプラ社 

913.6/ア スター 朝井リョウ 朝日新聞出版 

913.6/イ 揺籠のアディポクル 市川憂人 講談社 

913.6/イ 壺の中にはなにもない 戌井昭人 ＮＨＫ出版 

913.6/イ ファーブル君の妖精図鑑 井上雅彦 講談社 

913.6/ 

カ/５ 
とある魔術の禁書目録 ５／電撃文庫 鎌池和馬 KADOKAWA 

913.6/カ 革命テーラー／角川文庫 川瀬七緖 KADOKAWA 

913.6/ク びこうず 倉本美津留 ワニブックス 

913.6/サ 絶局 本能寺異聞 坂岡真 小学館 

913.6/ 

シ/22 
キノの旅２２／電撃文庫 時雨沢恵一 KADOKAWA 

913.6/ 

シ/23 
キノの旅２３／電撃文庫 時雨沢恵一 KADOKAWA 

913.6/セ 化け者心中 蝉谷めぐ実 KADOKAWA 

913.6/セ 五色の殺人者 千田理緒 東京創元社 

913.6/タ 完全犯罪の恋 田中慎弥 講談社 

913.6/ツ 白日 月村了衛 KADOKAWA 

913.6/ド コーチ 堂場瞬一 東京創元社 

913.6/ナ ドクター・デスの遺産／角川文庫 中山七里 KADOKAWA 

913.6/ナ 滅びの前のシャングリラ 凪良ゆう 中央公論新社 

913.6/ 

ニシ 
扇物語 西尾維新 講談社 

913.6/フ この本を盗む者は 深緑野分 KADOKAWA 

913.6/ 

マ/9 
高校事変 ９／角川文庫 松岡圭祐 KADOKAWA 

913.6/ミ 
君と奏でるポコアポコ 船橋市消防 

音楽隊と始まりの日／新潮文庫ｎｅｘ 
水生欅 新潮社 

916/サ エンド・オブ・ライフ 佐々涼子 
集英社インター

ナショナル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

「冬休み中の図書館の予定」について 
 

 

 １２月２日からの後期中間考査が終わると、いよいよ冬休みがやっ
て来ます。 

 冬休みの図書館に関して、下記の連絡を確認してください。 
 

① 冬期の特別貸出を実施します！ 
 冬休みに向けて、夏と同じく特別貸出期間を設けたいと思います。 

 特別貸出の期間は、１２月７日（月）～１２月１８日（金）です！ 

 上記の期間中に借りた本の返却日は、１月８日（金）とします。 

 返却は年明けになるので、無くさないようにしてください。 

 

② 冬休み中の図書館の開館予定について 
 冬休み中、図書館は閉館します。 

 もし、冬休み中に本を返却したい場合は、昇降口にある返却ポスト 

（赤い箱）か、図書館前にある返却ポストに入れてください。 


