
新着図書案内 2021年 10 月分    

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） 

049 
都道府県の持ちかた 【増補版】 

／ポプラ新書 
バカリズム ポプラ社 

 

１．哲学、心理学、宗教 

159.7 
やりたいことが見つからない君へ 

／小学館ＹｏｕｔｈＢｏｏｋｓ 
坪田信貴 小学館 

 

２．歴史、伝記、地理、ガイドブック 

221 
新版 知れば知るほど面白い朝鮮王朝

の歴史と人物／じっぴコンパクト新書 
康煕奉 実業之日本社 

281 歴飯ヒストリア 
加来耕三  

監修 
つちや書店 

290.9 いちばん探しの世界旅 吉田友和 産業編集センター 

 

３．政治、経済、社会、教育、マナー 

302 
なぜ世界を知るべきなのか 

／小学館ＹｏｕｔｈＢｏｏｋｓ 
池上彰 小学館 

302.1 
「日本」ってどんな国？ 

／ちくまプリマー新書 
本田由紀 筑摩書房 

304 アホか。／新潮新書 百田尚樹 新潮社 

335.4 
「社会人になるのが怖い」と思ったら 

読む会社の超基本 
神野沙樹 飛鳥新社 

367.9 
マンガでわかる 思春期のわが子と 

話したい性のこと  
直井亜紀 新星出版社 

369.4 
３１ｃｍ ヘアドネーションの今を伝え、 

未来につなぐ 

NPO法人 

JHD&C 監修 
KuLaScip 

374 
著作権ハンドブック  

～先生、勝手にコピーしちゃダメ！～ 

宮武久佳・ 

大塚大 
東京書籍 

肌寒い日も多くなり、秋が深まってきた感じがします。 

「読書の秋」です。気になる本に挑戦してみてください。 

 

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 そういうことだったのか！高校数学 石原泉 日本実業出版社 

410 解きたくなる数学 佐藤雅彦ほか 岩波書店 

451.2 
図解・天気予報入門 

／ブルーバックス 

古川武彦・ 

大木勇人 
講談社 

487.5 
魚にも自分がわかる  

動物認知研究の最先端／ちくま新書 
幸田正典 筑摩書房 

489.6 
イルカと心は通じるか  

海獣学者の孤軍奮闘記／新潮新書 
村山司 新潮社 

493.7 
はじめての精神医学  

／ちくまプリマー新書 
村井俊哉 筑摩書房 

493.8 
予防と対策がよくわかる  

家族と自分を感染症から守る本 
岡田晴恵 著 KADOKAWA 

496.9 
きみの体は何者か なぜ思い通りに 

ならないのか？／ちくまＱブックス 
伊藤亜紗 筑摩書房 

 

５．技術、工学、生活、料理 ＆ ６．農業、林業、水産業、ビジネス 

594 はじめての手作り小物 かっぱ ワニブックス 

595.4 ヘアゴム１本でなんとかする 保科真紀 KADOKAWA 

612.1 日本の食と農の未来／光文社新書 小口広太 光文社 

626.9 
キッチンからはじめる！ 

日本一カンタンな家庭菜園の入門本 
宮崎大輔 KADOKAWA 

686.3 
車掌出てこい！ 英語車掌が打ち明け

る 本当にあった鉄道クレーム 
関大地 マキノ出版 

 

 



７．美術、音楽、映画、スポーツ、マンガ、絵本 

721.2 まんが訳 稲生物怪録／ちくま新書 大塚英志 監修 筑摩書房 

726.1/

ア/25 
この音とまれ！ ２５／ジャンプコミックス アミュー 集英社 

778.8 韓ドラ語辞典 高山和佳 文 誠文堂新光社 

 

８．言語（敬語、文章の書き方、外国の言葉など） 

830 
世界の経済・政治・社会問題の知識と 

英語を身につける 
植田一三ほか著 ベレ出版 

830.7 
なんで英語，勉強すんの？ 

／岩波ジュニアスタートブックス 
鳥飼玖美子 岩波書店 

 

９．文学（小説、ルポ、エッセイ、文学研究など） 

913.6/ア 
どこよりも遠い場所にいる君へ 

／集英社オレンジ文庫 
阿部暁子 集英社 

913.6/イ ペッパーズ・ゴースト 伊坂幸太郎 朝日新聞出版 

913.6/カ 氷獄／角川文庫 海堂尊 KADOKAWA 

913.6/カ コロナ黙示録 海堂尊 宝島社 

913.6/ 

カ/26 
ソードアート・オンライン 26／電撃文庫 川原礫 KADOKAWA 

913.6/キ 
ようこそ実力至上主義の教室へ  

２年生編 ５／MF文庫 J 
衣笠彰梧 KADOKAWA 

913.6/サ ブルース Red 桜木紫乃 文藝春秋 

913.6/シ かぞえきれない星の、その次の星 重松清 KADOKAWA 

913.6/シ 倒産続きの彼女 新川帆立 宝島社 

913.6/タ あかずの扉の鍵貸します 谷瑞恵 集英社 

913.6/テ ガラスの海を渡る舟 寺地はるな PHP研究所 

913.6/ナ 切り裂きジャックの告白／角川文庫 中山七里 KADOKAWA 

913.6/ヒ 純喫茶「一服堂」の四季／講談社文庫 東川篤哉 講談社 

913.6/ヒ 居酒屋「一服亭」の四季 東川篤哉 講談社 

913.6/ヒ 
ライブラリー・ツインズ  

ようこそ、月島大学図書館へ 
日野祐希 アリス館 

913.6/ミ N 道尾秀介 集英社 

913.6/ミ 七夕の夜におかえり 三萩せんや 河出書房新社 

913.6/モ 
歌の終わりは海 Song End Sea 

／講談社ノベルス 
森博嗣 講談社 

913.6/モ 本が紡いだ五つの奇跡 森沢明夫 講談社 

913.6/ヨ ルパンの絆 横関大 講談社 

914.3/セ なりきり訳 枕草子 
清少納言 著／

八條忠基 訳 
淡交社 

915.6/ワ あのころなにしてた？ 綿矢りさ 新潮社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抽選券 まだまだ配布中! 
 

 10月 27日から「雑誌付録・ポスター抽選券」を配布しています。 

抽選券は「本の貸出・返却を１回につき１枚」渡します。 

 「貸出用紙を使って借りたんだけど･･･」という人にも差し上げます

ので、図書館の松田に教えてください。 

 応募する人は、抽選券に必要事項を記入して、カウンターに置いて

ある〈抽選箱〉に入れてください。 

 11月 9日まで配布していますので、奮っての参加お待ちしています。 

※ 景品の実物が見たい人は、図書館・松田に声をかけてください。 

※ 景品の当選者には、11月 9日以降に担任の先生から〈引換券〉を 

渡してもらいます。 

11月の特集展示 

本の「顔」！ 

ジャケット本 特集！ 

本を手に取ってもらううえで大事

な「ジャケット」。今回は、その

なかでも「表紙」が印象的な小説

を集めてみました！ 

 


