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新着図書案内 2021年３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 
おバカな答えもＡＩしてる  

人工知能はどうやって学習しているのか？ 

ジャネル・ 

シェイン著 
光文社 

024.1 日本の小さな本屋さん 和氣正幸 エクスナレッジ 

 

２．歴史、伝記、地理、ガイドブック 

210.1 マンガでわかる 災害の日本史 磯田道史 著 池田書店 

213.6 大名の「定年後」 江戸の物見遊山 青木宏一郎 中央公論新社 

 

３．政治、経済、社会、教育、マナー 

307 人物で読み解く政治・経済 蔭山克秀 学研プラス 

316.8 
アメリカ黒人史 奴隷制から BLMまで 

／ちくま新書 

ジェームズ・Ｍ・

バーダマン著 
筑摩書房 

336.5 ミスしない大百科 
飯野謙次・ 

宇都出雅巳 
SB クリエイティブ 

367.9 10代の［性の悩み］白書 

思春期外来 in 

上野皮フ科・婦

人科クリニック 

扶桑社 

372.1 学力格差を克服する／ちくま新書 志水宏吉 筑摩書房 

375.8 中学・高校 英語ディベート入門 河野周 三省堂 

377.2 
コロナ後の教育へ オックスフォードから

の提唱／中公新書ラクレ 
苅谷剛彦 中央公論新社 

進級・入学おめでとうございます。 ３月分の新着図書の紹介です！ 

今年度から、クラッシーでも配信することになりました。 

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 

430.2 世界史は化学でできている 左巻健男 ダイヤモンド社 

468.6 プランクトンは海の語り部 松野孝平 海文堂出版 

488.1 身近な「鳥」の生きざま事典 一日一種 SB クリエイティブ 

491.5  ビジュアル「毒」図鑑 200種 齋藤勝裕 秀和システム 

493.7 大人の発達障害 太田晴久 監修 西東社 

493.7 うつ病は心の弱さが原因ではない 近藤一博 監修 河出書房新社 

493.8 図解 感染症の世界史 石弘之 KADOKAWA 

498 チーム・ブルーの挑戦  中島隆 大月書店 

498.5 はじめての『補完食』 工藤紀子 ナツメ社 

 

５．技術、工学、生活、料理 ＆ ６．農業、林業、水産業、ビジネス 

517 
地図とデータで見る 

水の世界ハンドブック 

ダヴィド・ 

ブランション著 
原書房 

596 力尽きレシピ ２ 犬飼つな 光文社 

596.2 
世界に教えたい日本のごはん 

ＷＡＳＨＯＫＵ 
沢田眉香子 淡交社 

596.3 生野菜とパンの組み立て方 ナガタユイ 誠文堂新光社 

596.3 おうちでヴィーガン  Natsuki 幻冬舎 

596.4 フライパンひとつで！のっけ弁当 エダジュン 学研プラス 

596.65 世界のおやつ  鈴木文 
パイインター 

ナショナル 
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  進級・入学おめでとう！ 
 

 

 新２・３年生のみなさん、進級おめでとうございます。そして、 

新１年生のみなさん、入学おめでとうございます。それぞれの新し

い高校生活が有意義なものになるように、図書館も支えていきたい

と思っています。 
 

○ 新２・３年生へ 

 春休み前の特別貸出期間（３月 15日～24日）に借りた本の返却日

は４月 13日（火）です。読み終わった本から返却するようにしてく

ださい。 
 

○ 新１年生へ 

 もうみなさんも図書館を利用できるので、ぜひ来てください。 

 また、近いうちに図書館オリエンテーションを受けてもらいますの

で、そのときに図書館について知ってもらえればと思います。 

（３棟３階にあることなど） 

 それでは、オリエンテーションでお会いしましょう！ 

７．美術、音楽、映画、スポーツ、マンガ、絵本 

726.1/ 

ア/23 
この音とまれ！ ２３ アミュー 集英社 

726.1/ 

シ/６ 
はたらく細胞 ６ 清水茜 講談社 

726.1/ 

ハ/８ 
はたらく細胞 BLACK ８ 原田重光 原作 講談社 

786 無人島冒険図鑑 梶海斗 秀和システム 

 

８．言語（敬語、文章の書き方、外国の言葉など） 

810.7 
外国人のための英語でわかる 

日本語日常会話 

栗田奈美・ 

宮崎道子 
ナツメ社 

810.7 はじめてのかんじ Bret Mayer Ｊリサーチ出版 

810.7 はじめてのひらがな・カタカナ Bret Mayer Ｊリサーチ出版 

830.7 2021年度 英検過去問題集／準１級～３級  学研プラス 

830.7 
2021年度版 英検過去６回全問題集 

／１級～３級 
旺文社 編 旺文社 

830.79 
2021年度版 英検過去６回全問題集ＣＤ 

／１級～３級 
旺文社 編 旺文社 

835.2 集まると楽しくなる英語の集合名詞えほん 前田まゆみ 創元社 

 

９．文学（小説、ルポ、エッセイ、文学研究など） 

902.3 絶版新書交響楽  近藤健児 青弓社 

913.6/ア 
文豪ストレイドッグスＳＴＯＲＭ ＢＲＩＮＧＥＲ 

／角川ビーンズ文庫 
朝霧カフカ KADOKAWA 

913.6/ウ 恋に焦がれたブルー 宇山佳佑 集英社 

913.6/オ コロナと潜水服 奥田英朗 光文社 

913.6/キ 
ようこそ実力至上主義の教室へ  

２年生編４／ MF文庫 J 
衣笠彰梧 KADOKAWA 

913.6/シ ヴィクトリアン・ホテル 下村敦史 実業之日本社 

913.6/ス 櫓太鼓がきこえる 鈴村ふみ 集英社 

913.6/ス 麦本三歩の好きなもの 第二集 住野よる 幻冬舎 

913.6/セ その扉をたたく音 瀬尾まいこ 集英社 

913.6/ナ ムーンライト・イン 中島京子 KADOKAWA 

913.6/ 

ナ/６ 

ドＳ刑事 ６  

井の中の蛙大海を知らず殺人事件 
七尾与史 幻冬舎 

913.6/マ 累々 松井玲奈 集英社 

913.6/マ 特等添乗員αの難事件 ６／角川文庫 松岡圭祐 KADOKAWA 

913.6/ヤ 俺の残機を投下します 山田悠介 河出書房新社 

913.6/ヨ わんダフル・デイズ 横関大 幻冬舎 

913.68 

/イ 
あなたも名探偵 

市川憂人 

ほか著 
東京創元社 

933.7/イ クララとお日さま カズオ・イシグロ 早川書房 

933.7/マ アナと雪の女王 エピソード 0 マリ・マンクーシ 講談社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


