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新着図書案内 2021年２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） 

007.1 AIの雑談力／角川新書 東中竜一郎 KADOKAWA 

019.9 何のために本を読むのか 齋藤孝 青春出版社 

 

１．哲学、心理学、宗教 

130 哲学の名著 50冊が１冊でざっと学べる 岡本裕一朗 KADOKAWA 

 

２．歴史、伝記、地理、ガイドブック 

210.5 江戸問答／岩波新書 
田中優子・ 

松岡正剛 
岩波書店 

 

３．政治、経済、社会、教育、マナー 

312 
コロナ対策 各国リーダーたちの通信簿 

／光文社新書 

栗田路子 

ほか著 
光文社 

330.4 武器になる経済ニュースの読み方 高橋洋一 マガジンハウス 

361.4 
よけいなひと言を好かれるセリフに 

変える言いかえ図鑑 
大野萌子 サンマーク出版 

361.5 
どこへ行っても恥をかかない 

世界の「常識」図鑑 

御手洗昭治 

編著 
総合法令出版 

367.1 
女の子はどう生きるか 教えて，上野 

先生！／岩波ジュニア新書 
上野千鶴子 岩波書店 

368.6 ホンモノの偽物 
リディア・ 

パイン著 
亜紀書房 

371.42 
明日、学校へ行きたくない  

言葉にならない思いを抱える君へ 

茂木健一郎 

ほか著 
KADOKAWA 

379.7 夢を叶えるための勉強法 鈴木光 KADOKAWA 

カウンターに呼び出しベルを置いてみました。 

用事があるときに鳴らしてみてください。 ２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 

410 理系脳を鍛える数学クイズ 廣津孝 翔泳社 

453.2 オールカラー図解 日本列島の未来 中島淳一 ナツメ社 

457.8 ifの地球生命史 土屋健 著 技術評論社 

471.9 
植物はなぜ毒があるのか 草・木・花の

したたかな生存戦略／幻冬舎新書 

田中修・ 

丹治邦和 
幻冬舎 

480 もっとざんねんないきもの事典 今泉忠明 監修 高橋書店 

491.8 
たたかう免疫  

人体ｖｓウイルス真の主役 

ＮＨＫスペシャ

ル取材班 
講談社 

498.5 健康食大全 
ウィリアム・リー

著/田中文 訳 
早川書房 

 

５．技術、工学、生活、料理 ＆ ６．農業、林業、水産業、ビジネス 

519 未来をつくる道具 わたしたちの SDGs 川廷昌弘 ナツメ社 

519.4 
海洋プラスチックごみ問題の真実 

／ＤＯＪＩＮ選書 
磯辺篤彦 化学同人 

596 冷蔵庫にあるもんで and recipe 幻冬舎 

596 
ぽんこつ主婦のこっそりラクして 

絶品ごはん 
橋本彩 KADOKAWA 

596.4 
これなら朝ラク！１０分弁当  

かんたん３００おかず 
食のスタジオ 学研プラス 

596.6 
失敗なしで絶対おいしい！ 

チーズケーキとチョコレートケーキ 
高石紀子 主婦と生活社 

597.5 心理タイプ別片づけ術 安田マキほか 扶桑社 

685.2 国道１６号線 「日本」を創った道 柳瀬博一 新潮社 
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７．美術、音楽、映画、スポーツ、マンガ、絵本 

726.1 ひとりの夜にあなたと話したい１０のこと カシワイ 大和書房 

780.69 
大学とオリンピック１９１２−２０２０ 

／中公新書ラクレ 
小林哲夫 中央公論新社 

780.7 
面白いほどパフォーマンスが上がる 

新しい体幹の教科書 
林英祐・柴雅仁 池田書店 

 

８．言語（敬語、文章の書き方、外国の言葉など） 

801.1 図説 世界の文字とことば／ふくろうの本 町田和彦 河出書房新社 

816.5 
学校推薦型選抜・総合型選抜 

だれでも上手に書ける 小論文合格ノート 
菊池秀策 KADOKAWA 

830.1 
英語の教養  

英米の文化と背景がわかる博物誌 
大井光隆 ベレ出版 

834 英語解剖図鑑 原島広至 KADOKAWA 

 

９．文学（小説、ルポ、エッセイ、文学研究など） 

908 
ひきこもり図書館  

部屋から出られない人のための 12の物語 
頭木弘樹 編 毎日新聞出版 

913.6/ア 書店員と二つの罪 碧野圭 ＰＨＰ研究所 

913.6/ア 
今夜、もし僕が死ななければ 

／新潮文庫ｎｅｘ 
浅原ナオト 新潮社 

913.6/イ 八月の銀の雪 伊与原新 新潮社 

913.6/ウ 推し、燃ゆ／第 164回芥川賞 宇佐見りん 河出書房新社 

913.6/ウ アクティベイター 冲方丁 集英社 

913.6/オ ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい 大前粟生 河出書房新社 

913.6/オ 擬傷の鳥はつかまらない 荻堂顕 新潮社 

913.6/サ 心淋し川／第 164回直木賞 西條奈加 集英社 

913.6/ 

シ/14 
りゅうおうのおしごと！１４／ＧＡ文庫 白鳥士郎 

SB クリエイ 

ティブ 

913.6/シ 三兄弟の僕らは 小路幸也 ＰＨＰ研究所 

913.6/シ 元彼の遺言状 新川帆立 宝島社 

933.7/ス はじまりの２４時間書店 ロビン・スローン 東京創元社 

913.6/ニ 恋話ミラクル１ダース にかいどう青 講談社 

913.6/マ ５２ヘルツのクジラたち 町田そのこ 中央公論新社 

913.6/ミ 魔術はささやく 改版／新潮文庫 宮部みゆき 新潮社 

913.6/ム 商店街のジャンクション 村木美涼 早川書房 

913.6/ヤ 自転しながら公転する 山本文緒 新潮社 

913.68/

ア 

７人の名探偵 新本格３０周年記念 

アンソロジー／講談社文庫 
綾辻行人ほか著 講談社 

913.68/

ア 
ショートショートドロップス／角川文庫 新井素子 編 KADOKAWA 

963/バ きらめく共和国 
アンドレス・ 

バルバ著 
東京創元社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

古雑誌リサイクル市について 
 

 

 図書館だより２月号でもお知らせしましたが、第２回の「古雑誌 

リサイクル市」を、３月８日（月）の１６時から開催します。 

 以下の注意事項を改めて確認して、参加してください。 
 

〈 注意事項 〉 
 

① 開始時間の１６時までは、混雑を避けるため図書館の外で待って 

いてください。 

② 今回は順路を作って行います。立ち止ることがないように、欲しい

雑誌がある人は、あらかじめ決めておいてください。 

 （リサイクル対象は２０２０年９月までの雑誌です） 

③ 持って帰れる雑誌は、１人２冊までです。多くの人が雑誌を 

もらえるようにするためですので、しっかり守ってください。 
 

 廊下や図書館内の掲示板にも詳細を貼っていますので確認して 

ください。 

 何か疑問があれば図書館・松田の所まで来てください。 

 みんなでルールを守って参加してください！ 


