
新着図書案内 2021年 11 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） 

015.2 １００万回死んだねこ 覚え違いタイトル集 
福井県立 

図書館 編著 
講談社 

019.9 米澤屋書店 米澤穂信 文藝春秋 

031 現代用語の基礎知識 ２０２２ 自由国民社 編 自由国民社 

031.7 クイズ思考の解体 伊沢拓司 朝日新聞出版 

 

１．哲学、心理学、宗教 

141.2 なるほど「色」の心理学 都外川八恵 総合法令出版 

159.7 相手の身になる練習 鎌田實 小学館 

172 
神話でたどる日本の神々 

／ちくまプリマー新書 
平藤喜久子 筑摩書房 

 

２．歴史、伝記、地理、ガイドブック 

210.1 復原模型で見る日本の歴史 五味文彦 監修 山川出版社 

210.5 一冊でわかる江戸時代 大石学 監修 河出書房新社 

281 
教養として知っておきたい 

「日本史の 200人」一問一答 
金谷俊一郎 ベレ出版 

 

３．政治、経済、社会、教育、マナー 

302.1 これが日本の正体！  池上彰 大和書房 

324.9 
夫婦別姓 家族と多様性の各国事情 

／ちくま新書 

栗田路子 

ほか著 
筑摩書房 

361.8 格差という虚構／ちくま新書 小坂井敏晶 筑摩書房 

366.3 大人のいじめ／講談社現代新書 坂倉昇平 講談社 

371.4 教育相談テキストブック 森慶輔ほか編 金子書房 

378.8 子どもの発達障害／ＳＢ新書 本田秀夫 ＳＢクリエイティブ 

379.7 自学自習の極意 齋藤孝 ポプラ社 

いよいよ本格的な冬がやってきます。暖かくして家で読書もいいですよ。 

１１月分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 

420 
名問の森物理 力学・熱・波動 

／河合塾ＳＥＲＩＥＳ 
浜島清利 河合出版 

463.7 
毛 生命と進化の立役者 

／光文社新書 
稲葉一男 光文社 

480.4 
それでもがんばる!  

どんまいなちっちゃいいきもの図鑑 
今泉忠明 監修 宝島社 

480.7 世界の美しい動物園と水族館 
パイインター 

ナショナル 編 

パイインター 

ナショナル 

489.6 クジラのおなかに入ったら 松田純佳 ナツメ社 

493.1 LOH症候群／角川新書 堀江重郎 KADOKAWA 

 

５．技術、工学、生活、料理 ＆ ６．農業、林業、水産業、ビジネス 

519 
図説 人新世  

環境破壊と気候変動の人類史 

ギスリ・パル 

ソン著 
東京書籍 

538.9 夢の宇宙旅行 完全ガイド／TJMOOK 村沢譲 監修 宝島社 

596 世界一ラクチンな栄養ごはん 渥美まゆ美 著 西東社 

596.2 簡単・生地から作る本格点心 市川友茂 講談社 

596.3 
世界のサラダ図鑑 驚きの組み合わせ

が楽しいご当地レシピ 304 
佐藤政人 誠文堂新光社 

596.3 
がんばらなくても野菜はとれる！  

楽するスープ＆みそ汁 
新谷友里江 ナツメ社 

675.1 素晴らしきお菓子缶の世界 中田ぷう 光文社 

 

 

 

 



７．美術、音楽、映画、スポーツ、マンガ、絵本 

726.6/

シ 
パンどろぼうとなぞのフランスパン／絵本 柴田ケイコ KADOKAWA 

780.6 東京 2020オリンピック公式記録集  KADOKAWA 

790.4 江戸・ザ・マニア 浅生ハルミン 淡交社 

 

８．言語（敬語、文章の書き方、外国の言葉など） 

830.4 偉人たちのポジティブ名言で学ぶ英語表現 小池直己 世界文化社 

835 
英語ぎらいもコレならわかる！ 

英文法の解剖図鑑 
すずきひろし著 青春出版社 

 

９．文学（小説、ルポ、エッセイ、文学研究など） 

913.6/ア 同志少女よ、敵を撃て 逢坂冬馬 早川書房 

913.6/ア 
むかしむかしあるところに、 

やっぱり死体がありました。 
青柳碧人 双葉社 

913.6/ア 赤と青とエスキース 青山美智子 PHP研究所 

913.6/ア 木曜日にはココアを／宝島社文庫 青山美智子 宝島社 

913.6/イ 民王 シベリアの陰謀 池井戸潤 KADOKAWA 

913.6/カ 神曲 川村元気 新潮社 

913.6/コ 君の名前の横顔 河野裕 ポプラ社 

913.6/コ チグリジアの雨 小林由香 
角川春樹 

事務所 

913.6/シ ものがたりの賊 真藤順丈 文藝春秋 

913.6/ツ 闇祓 辻村深月 KADOKAWA 

913.6/ハ 御坊日々 畠中恵 朝日新聞出版 

913.6/ハ 笑うマトリョーシカ 早見和真 文藝春秋 

913.6/マ 星を掬う 町田そのこ 中央公論新社 

913.6/マ ほんのこども 町屋良平 講談社 

913.6/ミ あなたが選ぶ結末は 水生大海 双葉社 

913.6/ミ 残照の頂 続・山女日記 湊かなえ 幻冬舎 

913.6/モ 馬鹿と嘘の弓／講談社ノベルス 森博嗣 講談社 

913.6/ヨ ルパンの星／講談社文庫 横関大 講談社 

913.68/

ウ/1 
１０文字ホラー １ 氏田雄介 編 星海社 

914.6/ウ 海をあげる 上間陽子 筑摩書房 

929.1/キ 世界でいちばん弱い妖怪 
キム・ドンシク著

／吉川凪 訳 
小学館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冬休み中の図書館について 
 

 １２月２４日から、冬休みになりますね。冬休み中の図書館の予定

について、お知らせします。 

 ① 冬休み中の開館について 

  今年度も、冬休み中は「全日閉館」となります。冬休み中に本を

返却したい人は、昇降口か図書館前にある返却ポストに入れてくだ

さい。 
 

 ② 冬休み前の「長期貸出期間」について 

  １２月１３日～１２月２３日までを、冬休み前の長期貸出期間に

したいと思います。この期間に借りた本の返却日は、１月１１日に

なります。年明けになるので無くさないように注意して、登校した

ら返却するようにしてください。 

12月の特集展示 

福井県立図書館 発！ 

「覚え違い」本 特集！ 

福井県立図書館のＨＰにまとめられて

いる「覚え違いタイトル集」の 

中から厳選して展示してみました。 

いくつ分かるでしょうか？ 

 


