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新着図書案内 2020 年９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） 

031.7 
「知識」と「思考力」がいっきに身につく 

東大脳クイズ／知的生きかた文庫 
ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ 三笠書房 

 

１．哲学、心理学、宗教 

141.5 
Think right 誤った先入観を捨て、よりよ

い選択をするための思考法 

ロルフ・ドベリ著

/中村智子 訳 
サンマーク出版 

158 友だちってなんだろう？ 斎藤孝 誠文堂新光社 

159.7 10代の「めんどい」が楽になる本 内田和俊 KADOKAWA 

 

２．歴史、伝記、地理、ガイドブック 

210.7 はじめての昭和史／ちくまプリマー新書 井上寿一 筑摩書房 

290 
地理Ｂ統計・データの読み方が面白い

ほどわかる本／進路 
伊藤彰芳 KADOKAWA 

 

３．政治、経済、社会、教育、マナー 

332.1 戦国大名の経済学／講談社現代新書 川戸貴史 講談社 

332.3 名画で学ぶ経済の世界史 田中靖浩 マガジンハウス 

361.4 
歪んだ正義 「普通の人」がなぜ過激化

するのか 
大治朋子 毎日新聞出版 

366.3 
男性育休の困難 取得を阻む「職場の

雰囲気」 
齋藤早苗 青弓社 

375.8 
１０代と語る英語教育 民間試験導入延

期までの道のり／ちくまプリマー新書 
鳥飼久美子 筑摩書房 

 

 

だんだんと涼しい時間が多くなってきたような気がしますね。 

いよいよ〈読書の秋〉です！９月の新着図書を紹介します！ 

 

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 

407 
今日から理系思考！「お家にある材料」

でおもしろ科学の実験図鑑 

セルゲイ・ 

ウルバン著 
原書房 

410 なるほど！毎日の役立つ数学 近藤宏樹 さくら舎 

459 鉱物きらら手帖 さとうかよこ 廣済堂出版 

460.4 弱虫の生きざま 亀田恭平 KADOKAWA 

489.9 ゴリラのすべて 山極寿一 監修 廣済堂出版 

493.7 マンガでわかるうつ病のリアル 錦山まる KADOKAWA 

 

５．技術、工学、生活、料理 ＆ ６．農業、林業、水産業、ビジネス 

518.5 
１３億人のトイレ 下から見た経済大国

インド／角川新書 
佐藤大介 KADOKAWA 

536.6 電車を運転する技術 西上いつき SB クリエイティブ 

596.65 世界一美しい透明スイーツレシピ 
tomei 

透明愛好家 
KADOKAWA 

596.6 
レシピブログ 大人気のホットケーキ 

ミックスレシピ BEST100 
 宝島社 

645.7 猫から目線 
及川眠子/ 

沖昌之 
KKベストセラーズ 

666.9 うおづら 世界初の魚の顔図鑑 森岡篤 大和書房 

 

７．美術、音楽、映画、スポーツ、マンガ、絵本 

723.33 ＢＡＮＫＳＹ 覆面アーティストの謎  三栄 

726.6 ちびくろ・さんぼ １～３／絵本 
ヘレン・バンナー

マン文 
瑞雲舎 

760 面白いほどわかる！クラシック入門 松本大輔 青弓社 

779.1 
落語キャラクター絵図／厳選４０席の

楽しみ方がわかる本 
美濃部由紀子 

メイツユニバー

サルコンテンツ 
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８．言語（敬語、文章の書き方、外国の言葉など） 

830.79 英検１級英作文問題／改訂版 旺文社 編 旺文社 

830.79 英検１級最短合格！英作文問題完全制覇 
ジャパンタイムズ

＆ロゴポート 編 

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） 

911.5/タ ベージュ 谷川俊太郎 新潮社 

913.6/ア 赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 青柳碧人 双葉社 

913.6/ア 僕の神さま 芦沢央 KADOKAWA 

913.6/イ 半沢直樹 アルルカンと道化師 池井戸潤 講談社 

913.6/オ タクジョ！ 小野寺史宜 実業之日本社 

913.6/オ 祝祭と予感 恩田陸 幻冬舎 

913.6/ 

オオ 

櫻子さんの足下には死体が埋まっている

５・６／角川文庫 
太田紫織 KADOKAWA 

913.6/カ 銀閣の人 門井慶喜 KADOKAWA 

913.6/カ 
超能力者とは言えないので、アリバイを 

証明できません／宝島社文庫 
甲斐田紫乃 宝島社 

913.6/キ 
ようこそ実力至上主義の教室へ 

２年生編２／MF文庫 
衣笠彰梧 KADOKAWA 

913.6/ク 晴れ、時々くらげを呼ぶ 鯨井あめ 講談社 

913.6/コ きみの世界に、青が鳴る／新潮文庫ｎｅｘ 河野裕 新潮社 

913.6/

サト 
魔法科高校の劣等生３１・３２／電撃文庫 佐島勤 KADOKAWA 

913.6/サ うるはしみにくしあなたのともだち 澤村伊智 双葉社 

913.6/シ 楽園とは探偵の不在なり 斜線堂有紀 早川書房 

913.6/シ

/13 
りゅうおうのおしごと！１３／ＧＡ文庫 白鳥士郎 SBクリエイティブ 

913.6/タ 愛されなくても別に 武田綾乃 講談社 

913.6/タ 竹林の七探偵 田中啓文 光文社 

913.6/チ 
神話の密室 天久鷹央の事件カルテ／ 

新潮文庫ｎｅｘ 
知念実希人 新潮社 

913.6/ハ お父さんはユーチューバー 浜口倫太郎 双葉社 

913.6/ホ スクールカースト殺人教室リベンジ 堀内公太郎 新潮社 

913.6/マ

/8 
高校事変８／角川文庫 松岡圭祐 KADOKAWA 

913.6/ミ ミライヲウム 水沢秋生 小学館 

913.6/ミ ＣＡボーイ 宮木あや子 KADOKAWA 

913.6/ヤ 純喫茶パオーン 椰月美智子 
角川春樹 

事務所 

913.68/ホ 夜に駆ける YOASOBI小説集 星野舞夜ほか著 双葉社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

答え (1)② (2)③ (3)① (4)③ (5)② (6)① 
 

 

全問正解を目指そう！〈 推理小説 〉クイズ！ 
 

 今年は、誰もが知る、アガサ・クリスティー生誕１３０年の記念の年です。 
そこで今回は、彼女が得意とした推理小説についてクイズをしてみたいと思います！ 

 

(1)『オリエント急行殺人事件』や『アクロイド殺し』などに登場する、アガサ・ 

クリスティーを代表する私立探偵の名前は？ 

  ① アポロ  ② ポアロ  ③ ボレロ  ④ マルコ  ⑤ ジョン 

(2) 孤島に招かれた10人の男女が、不気味な童謡の歌詞通りに１人ずつ死んでゆく、

アガサ・クリスティーの代表作は？ 

  ①『そして、いなくなった』 ②『そして、彼もいなくなった』 

  ③『そして、誰もいなくなった』④『その後、誰もいなくなった』 

(3)『牧師館の殺人』や『予告殺人』などに登場し、事件を解決する老婦人の名前は？ 

 ① ミス・マープル ② ミス・チャーチル ③ ミス・メープル ④ミス・アガサ 

(4)『モルグ街の殺人』や『黒猫』などの代表作があり、「近代推理小説の祖」とも

呼ばれる人物は？ 

  ① 江戸川乱歩 ② エドガー・アラン・フー ③ エドガー・アラン・ポー 

(5) 2019 年の本屋大賞「翻訳小説部門」で第 1 位を獲得した、アンソニー・ホロ 

ヴィッツの作品は？ 

  ①『シラサギ殺人事件』 ②『カササギ殺人事件』 ③『ムササビ殺人事件』 

(6) シャーロック・ホームズの友人であり相棒であるワトソン。ホームズに出会う前

の彼の職業は？ 

  ① 軍医 ② 開業医 ③ 弁護士 ④ 作家 ⑤ 警察官 

 

 


