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新着図書案内 2020年６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） 

019.5 人生の１冊の絵本/岩波新書 柳田邦男 岩波書店 

 

１．哲学、心理学、宗教 

120.2 
もっと試験に出る哲学/「入試問題」で 

東洋思想に入門する／NHK出版新書 
斎藤哲也 NHK出版 

141.5 

まどわされない思考 / 

非論理的な社会を批判的思考で生き抜

くために 

デヴィッド＝ 

ロバート＝ 

グライムス著 

KADOKAWA 

143.1 
コミュニケーション・ストレス  

男女のミゾを科学する 
黒川伊保子 PHP研究所 

145.2 夢の正体 夜の旅を科学する アリス＝ロブ著 早川書房 

 

２．歴史、伝記、地理、ガイドブック 

290.9 海外旅行なんて二度と行くかボケ！！ さくら剛 産業編集センター 

291.9 沖縄 ２０２０/ココミル 九州  JTBパブリッシング 

 

３．政治、経済、社会、教育、マナー 

304 知らないと恥をかく世界の大問題１１ 池上彰 KADOKAWA 

336.4 一瞬で笑わせる技術 川堀泰史 WAVE出版 

361.4 多文化社会のコミュニケーション 
山本喜久江・ 

八代京子 
三修社 

377.9 僕たちはまだ、仕事のことを何も知らない。 各務展生 原案 学研プラス 

379.9 
インプットの効率を上げる勉強法 

１００の法則 
和田秀樹 

日本能率協会マネ

ジメントセンター 

 

 

 

どんよりとした天気が続いていますね･･･ 

そんなときこそ読書を！ ６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 科学歳時記 寺田寅彦 KADOKAWA 

443.5 ９０分でブラックホールがわかる本 福江純 大和書房 

450.4 怖くて眠れなくなる地学 左巻健男 
PHP エディターズ・

グループ 

469 虫とゴリラ 
養老孟司・山極

寿一 
毎日新聞出版 

481.7 
動物の言葉  

驚異のコミュニケーション・パワー 

ブランドン＝ 

ケイム 

日経ナショナルジオ

グラフィック社 

493.2 
血圧を下げる新習慣  

オムロン ヘルスケアの社員食堂レシピ 

オムロン  ゼロ

イベントランチ 

プロジェクト 

青春出版社 

493.8 感染症は実在しない 岩田健太郎 
集英社インターナ

ショナル 

498.3 やる気が出る脳 加藤俊徳 すばる舎 

498.6 どうする！？新型コロナ 岡田晴恵 岩波書店 

 

５．技術、工学、生活、料理 ＆ ６．農業、林業、水産業、ビジネス 

519.4 海洋プラスチック 永遠のごみの行方 保坂直紀 KADOKAWA 

596 レシピがいらない中火で８分蒸し 近藤幸子 家の光協会 

596 
神レンチン  

あなたにやさしい電子レンジレシピ 
河瀬璃菜 文藝春秋 

596.3 
野菜が長持ち＆使い切るコツ、 

教えます！ 
島本美由紀 小学館 

596.6 
不思議なお菓子レシピ  

サイエンススイーツ 
太田さちか マイルスタッフ 

609 単位と記号パーフェクトガイド  誠文堂新光社 
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読書感想文コンクールの追加案内 

課題図書・自由図書ともに、校内締切は９月１０日（木）です！ 

図書館の松田まで提出してください。 

７．美術、音楽、映画、スポーツ、マンガ、絵本 

718 ニッポン脱力神さま図鑑 宮田珠己 廣済堂出版 

740.2/ア 
キャパとゲルダ ふたりの戦場カメラマン 

／【読書感想文課題図書】 

マーク＝アロンソン・

マリナ＝ブドーズ著 
あすなろ書房 

 

８．言語（敬語、文章の書き方、外国の言葉など） 

801 マークの図鑑／キッズペディア 児山啓一 監修 小学館 

814 日本の美しい言葉辞典 梅内美華子 ナツメ社 

837 英文対照 天声人語 2020春 Vol.200 
朝日新聞論説

委員室 編 
原書房 

837.8 
意外と言えない  

まいにち使うふつうの英語きほんの英語 
田中茂範 NHK出版 

 

９．文学（小説、ルポ、エッセイ、文学研究など） 

913.6/ア 紅蓮浄土 石山合戦記 天野純希 KADOKAWA 

913.6/イ コイコワレ 乾ルカ 中央公論新社 

913.6/オ さよなら願いごと 大崎梢 光文社 

913.6/ 

カモ/10 

青春ブタ野郎は迷えるシンガーの 

夢を見ない 
鴨志田一 KADOKAWA 

913.6/コ 西新宿幻影物語 小林栗奈 産業編集センタ 

913.6/シ ロミオとジュリエット/小説で読む名作戯曲 鬼塚忠著 光文社 

913.6/タ めぐり逢いサンドイッチ 谷瑞恵 KADOKAWA 

913.6/タ 語らいサンドイッチ 谷瑞恵 KADOKAWA 

913.6/ド ダブル・トライ 堂場瞬一 講談社 

913.6/ナ おやすみラフマニノフ／宝島社文庫 中山七里 宝島社 

913.6/ナ いつまでもショパン／宝島社文庫 中山七里 宝島社 

913.6/マ 縄紋 真梨幸子 幻冬舎 

913.6/マ 高校事変 １～７／角川文庫 松岡圭祐 KADOKAWA 

913.6/ミ オオカミの時間 今そこにある不思議集 三田村信行 理論社 

913.6/ミ カケラ 湊かなえ 集英社 

913.6/ミ きたきた捕物帖 宮部みゆき PHP研究所 

913.6/ミ いのちの停車場 南杏子 幻冬舎 

913.6/ヤ 蒼色の大地 薬丸岳 中央公論新社 

913.6/ヤ 
廉太郎ノオト 

【読書感想文コンクール課題図書】 
谷津矢車 中央公論新社 

913.6/ヤ 
殿、それでは戦国武将のお話を 

いたしましょう 
山崎光夫 中央公論新社 

913.6/ヨ 天使も怪物も眠る夜 吉田篤弘 中央公論新社 

933.7/モ 
フラミンゴボーイ 

【読書感想文コンクール課題図書】 

マイケル＝ 

モーパーゴ著 
小学館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

〈読書に関するコンクール〉の紹介 第２弾！ 
 

 先月号で、読書に関するさまざまなコンクールを紹介しましたが、新たに図書館に届いた 
コンクールを紹介します。各コンクールとも詳しい内容は図書館内の掲示か、松田まで 
聞いてください。 

 

○ 名古屋学院大学商学部主催 POP CONTEST 2020 

応募資格: 高等学校に在学中の生徒 

応募締切： 校内締切は 10 月 2日（金）の１７時まで 

     図書館（松田）まで提出してください 

課題図書： 『メインテーマは殺人』・『一鬼夜行』・『バムとケロのさむいあさ』 
     『なぜ女はメルカリに、男はヤフオクに惹かれるのか？』 

 

 

○ 明治大学文学部 第 12回読書感想文コンクール 

応募資格: 高校生および社会人 

応募締切： 校内締切は 7月２９日（水）の１７時まで 

     図書館（松田）まで提出してください 

課題図書： 一覧を図書館内に掲示してあるので、確認してください。 
 

○ 四日市市立図書館 第３６回読書に関するエッセー 

応募資格: 四日市市に在住、または通勤・通学する小学生以上の人 

応募締切： 校内締切は１０月８日（木）の１７時まで 

     図書館（松田）まで提出してください 

テーマ： 「あの人におすすめしたい本」または「あなたの読書法・読書論について」 


