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新着図書案内 2020 年８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） 

019.12 
一生忘れない読書  

100分で 3回読んで、血肉にする超読法 
ジョン・キム PHP研究所 

020 本の世界をめぐる冒険 ナカムラクニオ ＮＨＫ出版 

049 もっとヘンな論文／角川文庫 
サンキュー 

タツオ 
KADOKAWA 

 

１．哲学、心理学、宗教 

150 
倫理学入門（中公新書） 

アリストテレスから生殖技術、ＡＩまで 
品川哲彦 中央公論新社 

 

２．歴史、伝記、地理、ガイドブック 

289.3 コロンブスの図書館 
エドワード・ウィ

ルソン＝リー著 
柏書房 

 

３．政治、経済、社会、教育、マナー 

304 
社会人として必要なニュースの読み方

が５時間でざっと学べる 
池上彰 KADOKAWA 

361.4 
マンガ版 ちょっとだけ・こっそり・素早く

「言い返す」技術 
ゆうきゆう 三笠書房 

375.9 
人生に必要な教養は中学校教科書で 

すべて身につく/１２社５４冊読み比べ 
池上彰・佐藤優 中央公論新社 

376.8 受験合格のためのメンタルトレーニング 
岡島卓也  著 

石津貴代 監修 
辰巳出版 

377.1 

大学教授が、「研究だけ」していると思っ

たら、大間違いだ！  

「不人気学科教授」奮闘記 

斎藤恭一 イースト・プレス 

 

 

暑い日が続いていますね･･･。外から帰ったら 

休憩がてら読書はどうですか？ ８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 目でみる数字 
岡部敬史・文 

山出高士・写真 
東京書籍 

420.4 
図解 身近にあふれる「物理」が 

3時間でわかる本 
左巻健男 編著 明日香出版社 

461 
生き物が大人になるまで  

「成長」をめぐる生物学 
稲垣栄洋 大和書房 

474.7 すごいぜ！菌類／ちくまプリマー新書 星野保 筑摩書房 

480.9 絶滅できない動物たち 
Ｍ・Ｒ・オコナー著

/大下絵津子 訳 
ダイヤモンド社 

491.3 

デジタルで読む脳×紙の本で読む脳 

「深い読み」ができるバイリテラシー脳を

育てる 

メアリアン・ウルフ

著/大田直子 訳 
インターシフト 

 

５．技術、工学、生活、料理 ＆ ６．農業、林業、水産業、ビジネス 

502 世界を変えた発明発見 
ジャンニ・モレッリ

編/熊谷玲美 訳 
すばる舎 

509.6 
すごい！品質検査  

レンズくんと行く工場ツアー 
うえたに夫婦 

PHP エディターズ・

グループ 

519 １４歳から知る気候変動 インフォビジュアル 太田出版 

521.8 地形から見る日本の城 50 
西ヶ谷恭弘 

編著 
枻出版社 

596 美味すぎる！世界グルメ巡礼 サラーム海上 双葉社 

596.3 がんばらない！お助けのっけごはん 主婦の友社 編 主婦の友社 

596.6 
新版 糖質オフだから毎日食べても 

太らないお菓子 
石澤清美 主婦の友社 

596.65 
おうち時間のひんやりおやつ２１ 

／レタスクラブムック 
 KADOKAWA 
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７．美術、音楽、映画、スポーツ、マンガ、絵本 

702.3 
大学 4年間の西洋美術史が 10時間で

ざっと学べる 
池上英洋 KADOKAWA 

726.1/ア

/22 
この音とまれ！２２／ジャンプコミックス アミュー 集英社 

726.1/モ ４７都道府県なんでもランキング！ もぐら 竹書房 

 

８．言語（敬語、文章の書き方、外国の言葉など） 

816.5/

進路 

書き方のコツがよくわかる理系小論文  

頻出テーマ 15 
神尾雄一郎 KADOKAWA 

816.5/

進路 

改訂版 書くべきネタが思いつく看護医療

系小論文 頻出テーマ 15 
高橋廣敏 KADOKAWA 

 

９．文学（小説、ルポ、エッセイ、文学研究など） 

909.3 
もうひとつの空の飛び方 『枕草子』から

『ナルニア国』まで／角川文庫 
荻原規子 KADOKAWA 

911 
万葉集の起源（中公新書） 

東アジアに息づく抒情の系譜 
遠藤耕太郎 中央公論新社 

913.6/ア

/7 

これは経費で落ちません！ ７  

経理部の森若さん／集英社オレンジ文庫 
青木祐子 集英社 

913.6/イ 八月の魔女／アルファポリス文庫 いちい汐 アルファポリス 

913.6/サ 図書館の子 佐々木譲 光文社 

913.6/サ 五年後に 咲沢くれは 双葉社 

913.6/ス 光秀の選択 鈴木輝一郎 毎日新聞出版 

913.6/ス おかえりの神様／メディアワークス文庫 鈴森丹子 KADOKAWA 

913.6/ス ただいまの神様／メディアワークス文庫 鈴森丹子 KADOKAWA 

913.6/タ 首里の馬 高山羽根子 新潮社 

913.6/ト 
薬も過ぎれば毒となる 薬剤師・毒島花織

の名推理／宝島社文庫 
塔山郁 宝島社 

913.6/ト 破局 遠野遥 河出書房新社 

913.6/ノ 
記憶書店うたかた堂の淡々 

／講談社タイガ 
野村美月 講談社 

913.6/ハ 少年と犬 馳星周 文藝春秋 

913.6/ハ アノニム／角川文庫 原田マハ KADOKAWA 

913.6/マ 万能鑑定士Ｑの事件簿０／角川文庫 松岡圭祐 KADOKAWA 

913.6/ミ 夢をかなえるゾウ ４／ガネーシャと死神 水野敬也 文響社 

913.6/ミ 
ビブリア古書堂の事件手帖 II  

／メディアワークス文庫 
三上延 KADOKAWA 

913.6/ミ ブラックウェルに憧れて 南杏子 光文社 

913.6/ム 一人称単数 村上春樹 文芸春秋 

913.6/モ 四畳半タイムマシンブルース 森見登美彦 著 KADOKAWA 

933.7/ス 恐怖の館へようこそ／グースバンプス 
R・L・スタイン作

/津森優子 訳 
岩崎書店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解 (１)③ (２)① (３)③ (４)③ (５)② (６)②  

 

この一文、何の作品？ 
 名作と呼ばれ、たくさんの人に読まれる作品には、作品を印象付ける一文があります。

そこで今回は、ある一文から作品名をあてるクイズをしてみたいと思います。 

全問正解目指して、頑張ってみてください！ 
 

（１） 「精神的に向上心のないものは馬鹿だ」、これは何の作品？ 

 ① それから   ② 草枕   ③ こころ 

（２） 「親譲りの無鉄砲で小供の時から損ばかりしている。」、これは何の作品？ 

 ① 坊っちゃん   ② 三四郎   ③ 吾輩は猫である 
 

（３） 「下人の行方は、誰も知らない。」、これは何の作品？ 

 ① 蜘蛛の糸   ② 鼻   ③ 羅生門 

(４) 「勇者は、ひどく赤面した。」、これは何の作品？ 

 ① 女生徒   ② 斜陽   ③ 走れメロス 

（５） 「石炭をば早や積み果てつ。」、これは何の作品？ 

 ① 高瀬舟   ② 舞姫   ③ 山椒大夫 

（６） 「共に、我が臆病な自尊心と、尊大な羞恥心の所為である。」 

これは何の作品？ 

 ① 李陵   ② 山月記   ③ 斗南先生 


