
1 

 

新着図書案内 2020年 1２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） 

019.9 洋書ラビリンスへようこそ 宮脇孝雄 アルク 

 

１．哲学、心理学、宗教 

141.5 対比思考  小柴大輔 ダイヤモンド社 

152.1 わたしは愛される実験をはじめた。 浅田悠介 KADOKAWA 

 

２．歴史、伝記、地理、ガイドブック 

209.2 人類前史 上・下 
グラハム・ハン

コック著 
双葉社 

222 一冊でわかる中国史 岡本隆司 監修 河出書房新社 

280.4 人生！逆転図鑑 早見俊 秀和システム 

289.3 ダーウィンが愛した犬たち  
エマ・タウン 

ゼント著 
勁草書房 

290.8 世界のダンジョン 冒険をめぐる情景 
パイインター 

ナショナル編著 

パイインター 

ナショナル 

 

３．政治、経済、社会、教育、マナー 

329.3 SDGs 危機の時代の羅針盤／岩波新書 南博・稲葉正紀 岩波書店 

332.1 お金の日本史 井沢元彦 KADOKAWA 

361.4 
人は見た目！と言うけれど 

／岩波ジュニア新書 
外川浩子 岩波書店 

367.6 
Ｚ世代 若者はなぜインスタ・ＴｉｋＴｏｋに

ハマるのか？／光文社新書 
原田曜平 光文社 

367.9 恋愛で一番大切な“性”のはなし 村瀬幸浩 KADOKAWA 

379.7 勉強の価値／幻冬舎新書 森博嗣 幻冬舎 

385.9 カサうしろに振るやつ絶滅しろ！ 氏田雄介 小学館 

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。 

寒い日は、家で暖かくしながら読書を！ １２月分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 
ゼロからつくる科学文明 タイムトラベ

ラーのためのサバイバルガイド 

ライアン・ 

ノース著 
早川書房 

410.4 数学ガールの秘密ノート／確率の冒険 結城浩 ＳＢクリエイティブ 

420 入試問題で味わう東大物理 三澤信也 オーム社 

471.1 世界のふしぎな木の実図鑑 小林智洋ほか著 創元社 

480 どうぶつ「生きかた図鑑」 小泉祐里 双葉社 

491.3 「嫌いっ！」の運用／小学館新書 中野信子 小学館 

493.8 疫病と人類／朝日新書 山本太郎 朝日新聞出版 

498.6 たちどまって考える／中公新書ラクレ ヤマザキマリ 中央公論新社 

 

５．技術、工学、生活、料理 

594.3 おかしなあみもの フィグインク編 西東社 

596 くりかえし料理 飛田和緒 扶桑社 

596 １８歳からの自炊塾 比良松道一 家の光協会 

596.3 まいにち豆腐レシピ 工藤詩織 池田書店 

596.6 
世界一かんたんに人を幸せにする 

食べ物、それはトースト 
山口繭子 サンマーク出版 

 

７．美術、音楽、映画、スポーツ、マンガ、絵本 

726.1 漫画 ペスト 
アルベール・ 

カミュ原作 
幻冬舎 

772.1 伝統芸能の革命児たち 九龍ジョー 文藝春秋 
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８．言語（敬語、文章の書き方、外国の言葉など） 

813.1 新明解 国語辞典 第八版 山田忠雄ほか編 三省堂 

834 
微妙な違いがスーッとわかる  

英単語使い分け図鑑 
田畑あや子 ナツメ社 

837 英文対照 天声人語 2020秋 
朝日新聞論説

委員室 編 
原書房 

 

９．文学（小説、ルポ、エッセイ、文学研究など） 

910.2/サ 超訳 人間失格 齋藤孝 アスコム 

913.6/ア 教室に並んだ背表紙 相沢沙呼 集英社 

913.6/ア ひとり旅日和 ２ 縁結び！ 秋川滝美 KADOKAWA 

913.6/ア お腹召しませ／中公文庫 浅田次郎 中央公論新社 

913.6/イ サンクチュアリ 岩城けい 筑摩書房 

913.6/ウ 
紙鑑定士の事件ファイル  

模型の家の殺人 
歌田年 宝島社 

913.6/カ

/25 
ソードアート・オンライン２５／電撃文庫 川原礫 KADOKAWA 

913.6/ 

カモ/11 

青春ブタ野郎はナイチンゲールの 

夢を見ない／電撃文庫 
鴨志田一 KADOKAWA 

913.6/ソ 
地べたを旅立つ  

掃除機探偵の推理と冒険 
そえだ信 早川書房 

913.6/タ 
涼宮ハルヒの直観 

／角川スニーカー文庫 
谷川流 KADOKAWA 

913.6/ツ 
たかが殺人じゃないか 

昭和２４年の推理小説 
辻真先 東京創元社 

913.6/ド ネタ元／講談社文庫 堂場瞬一 講談社 

913.6/ナ 新章神様のカルテ／小学館文庫 夏川草介 小学館 

913.6/ナ 
ドＳ刑事  

二度あることは三度ある殺人事件 
七尾与史 幻冬舎 

913.6/ハ それをＡＩ（あい）と呼ぶのは無理がある 支倉凍砂 中央公論新社 

913.6/ヒ ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野圭吾 光文社 

913.6/フ 数学者の夏 藤本ひとみ 講談社 

913.6/ホ 時空旅行者の砂時計 方丈貴恵 東京創元社 

913.6/ホ 孤島の来訪者 方丈貴恵 東京創元社 

913.6/マ 聖女か悪女 真梨幸子 小学館 

933.7/

バ 
ミルクマン 

アンナ・バーンズ

著/栩木玲子 訳 
河出書房新社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

新年あけまして 
おめでとうございます！ 

 

 

 みなさん、新年あけましておめでとうございます。冬休みは 

どのように過ごしたでしょうか。 

 私は、読まずに積み上がっていた本を減らしていました。 

 今年も図書館は暖かくしながら、みなさんを待っているので、 

時間があるときには来て見てください。もちろん、本のリクエスト 

も随時受付中です！ 

 それでは、今年もよろしくお願いします。 
 

〈 図書館からのお知らせ 〉 
  

 ① 特別貸出期間中に借りた本の返却について 

 １２月８日～２３日の間に借りた本の返却日は、１月８日です。 

忘れずに返却してください。 
 

 ② 古雑誌処分市の開催予定などについて 

 次回の古雑誌処分市は３月８日を予定しています。前回の状況を 

ふまえ、実施方法などを大きく変化させる予定なので、気になって 

いる人は図書館からの連絡を注意して見てください。 

 雑誌付録とポスターのプレゼントは「じゃんけん大会」で行います。

実施日などは未定なので、こちらも考えている人は、図書館からの 

連絡を注意して見てください。 


