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夏休み(8/5～8/16)中の開館について 

図書館だよりでも連絡しましたが、図書館は夏休み中は〈全日閉館〉と

なります。夏休み中に返却したい場合は、昇降口か図書館入り口にある

返却ポストに入れてください。 

また、7月 15日～7月 31日の間に借りた本の返却日は 8月 17日です。 

忘れないようにしてください！ 

新着図書案内 2020年７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） 

019.2 「読む」って、どんなこと？ 高橋源一郎 NHK 出版 

 

１．哲学、心理学、宗教 

141.9 
「いいね！」の魔力  

認められたい心理のヒミツ 
ゆうきゆう 海竜社 

 

２．歴史、伝記、地理、ガイドブック 

210 日本史ひと模様 本郷和人 日本経済新聞出版 

291 
謎解き日本列島  

全国各地の地理・歴史文化のナゾに迫る！ 

宇田川勝司 ベレ出版 

 

３．政治、経済、社会、教育、マナー 

304 ２０６０未来創造の白地図 川口伸明 KADOKAWA 

366.3 マンガまるわかり ハラスメント 野原蓉子 監修 新星出版社 

379.7 勉強が死ぬほど面白くなる独学の教科書 中田敦彦 SB クリエイティブ 

 

４．数学、物理学、科学、天文学、動植物、医学、薬学 

407 
歴史上の科学者たちから学ぶ 

魅力的な理科実験 
川村康文 オーム社 

410 数学する精神 増補版／中公新書 加藤文元 中央公論新社 

465.8 カビの取扱説明書 浜田信夫 KADOKAWA 

468 外来生物のきもち 大島健夫 
メイツユニバー 

サルコンテンツ 

493.9 
空気を読みすぎる子どもたち 

／こころライブラリー 
古荘純一 監修 講談社 

498.3 脳が一気に目覚める！まちがい探し  マキノ出版 

498.3 大人の免疫学常識 トキオ・ナレッジ 宝島社 

 

だんだん暑い日が多くなってきましたね！ 

水分補給をしっかりと！ ７月の新着図書の紹介です！ 

分類 タイトル 著者 出版社等 

 

５．技術、工学、生活、料理 

594 簡単、おしゃれなマスクの作り方 猪俣友紀 監修 宝島社 

595 
１日２トレ！美肌をつくる筋トレ ポーラ化成工業

株式会社 監修 
新星出版社 

595.4 ヘアゴム 1 本のゆるアレンジ 工藤由布 サンマーク出版 

 

８．言語（敬語、文章の書き方、外国の言葉など） 

801 あいまいな会話はなぜ成立するのか 時本真吾 岩波書店 

830 
学校の先生も答えられない 

「英語のなぜ？」がわかる図鑑 
伏木賢一 青春出版社 

830.7 
ＧＴＥＣ過去問題集Ａｄｖａｎｃｅｄ／ 

４技能を伸ばし大学受験突破！ 

株式会社アルク 

文教教材編集部 
株式会社アルク 

834.4 英語イディオム英熟語語源辞典 清水健二 講談社 
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９．文学（小説、ルポ、エッセイ、文学研究など） 

910.2 文豪たちの憂鬱語録 
豊岡昭彦・ 

高見澤秀 編 
秀和システム 

910.2 日本の古典を英語で読む／祥伝社新書 
ピーター・Ｊ・ 

マクミラン 
祥伝社 

911.6 こちら、苦手レスキューＱＱＱ！ 小島ケイタニーラブ 白水社 

913.6/ア 
20 行目で「あっ!」とおどろく 

原稿用紙 1 枚の物語 
あいはらまひろ KADOKAWA 

913.6/ア もののふの国 天野純希 中央公論新社 

913.6/イ 雲を紡ぐ 伊吹有喜 文藝春秋 

913.6/オ ウナノハテノガタ 大森兄弟 中央公論新社 

913.68/オ 青春サプリ。―なりたい自分になれる 
近江屋一朗 

ほか著 
ポプラ社 

913.6/ク 生かさず、殺さず 久部坂羊 朝日新聞出版 

913.6/サ 鶏小説集／角川文庫 坂木司 KADOKAWA 

913.6/サ 月人壮士 澤田瞳子 中央公論新社 

913.6/ド 空の声 堂場瞬一 文藝春秋 

913.6/ド 帰還 堂場瞬一 文藝春秋 

913.6/ナ つながりません スクリプター事件Ｆｉｌｅ 長岡弘樹 角川春樹事務所 

913.6/ナ

/文庫 

死亡フラグが立ちました！１ 凶器は… 

バナナの皮！？殺人事件／宝島社文庫 
七尾与史 宝島社 

913.6/ハ 猫君 畠中恵 集英社 

913.6/フ 怪談びたり 深津さくら 二見書房 

913.6/マ 出身成分 松岡圭祐 KADOKAWA 

913.6/ユ

/文庫 
紅い糸のその先で、/ 角川文庫 優衣羽 KADOKAWA 

923.7/リ 三体２ 黒暗森林／上・下 
劉慈欣 著/ 

大森望ほか訳 
早川書房 

933.7/

ハ 
影を呑んだ少女 

フランシス・ハー

ディング著/ 

児玉敦子 訳 

東京創元社 

933/プ あの本は読まれているか 
ラーラ・プレスコッ

ト著/吉澤康子 訳 
東京創元社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問題答 （1）② （2）③ （3）① （4）① （5）③ （6）② （7）② （8）① （9）③ （10）② 

 

 

芥川賞と直木賞、知ってる？ 
 ２０２０年７月１５日に、第 163回芥川賞と直木賞の受賞作が決定しました。 

 そこで今回は、平成の芥川賞と直木賞からクイズをしてみたいと思います。 

 全問正解目指して頑張ってください！ 

 

（１） 『少年と犬』で第 163回直木賞を受賞した「馳星周」さんの正しい読み方は？ 

 ① ちせいあまね  ② はせせいしゅう  ③ はせほししゅう 

（２） 第 17 回本屋大賞で 5 位に選ばれた第 162回直木賞受賞作は？ 

 ① 『背高泡立草』  ② 『流浪の月』   ③ 『熱源』 

（３） 松岡茉優さんや松坂桃李さんが主演を努めて映画化もされ話題となった 

第 156回直木賞の受賞作は？ 

 ① 『蜜蜂と遠雷』  ② 『祝祭と予感』  ③ 『ドミノ』 

(４) 村田沙耶香さんが第 155回芥川賞を受賞した作品は？ 

 ① 『コンビニ人間』  ② 『地球星人』  ③ 『生命式』 

（５） 『火花』で第 153回芥川賞を受賞したお笑い芸人は誰？ 

 ① 綾部祐二  ② 田村裕  ③ 又吉直樹 

（６） 阿部寛さんが主演を努めた人気ドラマの原作となった、池井戸潤さんによる 

第 145 回直木賞受賞作は？ 

 ① 『俺たちバブル入行組』 ② 『下町ロケット』 ③ 『不祥事』 

（７） 『夏物語』で第 17 回本屋大賞 7 位を受賞した川上未映子さんが、 

   第 138 回芥川賞を受賞した作品は？ 

 ① 『卵と乳』  ② 『乳と卵』  ③ 『愛の夢とか』 

（８） 全文横書きが話題となった、黒田夏子さんの第 148回芥川賞受賞作は？ 

 ① 『abさんご』  ② 『cdさんご』  ③ 『acさんご』 

（９） 作者による受賞の言葉が話題となった、第 144回芥川賞受賞作は？ 

 ① 『労働列車』  ② 『苦役自動車』  ③ 『苦役列車』 

（10） 市川海老蔵さんが主演を努め映画化された、第 140回直木賞受賞作は？ 

① 『宗久にたずねよ』 ② 『利休にたずねよ』 ③ 『利休にきけ』 
 


