
新着図書案内 2021年４月    

川越高校図書館発行 
分類 タイトル 著者 出版社等 

 

１．哲学、心理学、宗教 

159 精神科医・モタ先生の心が晴れる言葉 斎藤茂太 あさ出版 

159 前祝いの法則 大嶋啓介ほか フォレスト出版 

159.7 ありがとう、先生！  飯塚書店 

184 反応しない練習 草薙龍瞬 KADOKAWA 

 

２．歴史、伝記、地理、ガイドブック 

209 
一度読んだら絶対に忘れない 

世界史の教科書 【経済編】 
山﨑圭一 SB クリエイティブ 

210.4 地域別×武将だからおもしろい 戦国史 小和田哲男  朝日新聞出版 

290.3 なんでもひける 世界地図  成美堂出版 

 

３．政治、経済、社会、教育、マナー 

304 
Ｎｕｍｂｅｒｓ Ｄｏｎ’ｔ Ｌｉｅ  

世界のリアルは「数字」でつかめ！ 

バーツラフ・ 

シュミル著 
NHK出版 

367.5 「男らしさ」はつらいよ 
ロバート・ 

ウェッブ著 
双葉社 

375.8 英語のしくみと教え方 白畑知彦ほか くろしお出版 

376.4 
スタンフォードが中高生に教えている 

こと／ＳＢ新書 
星友啓 SB クリエイティブ 

376.8 改訂版 大学の学科図鑑 石渡嶺司 SB クリエイティブ 

378.8 発達障害の子の療育が全部わかる本 原哲也 講談社 

379.7 
アップデートしつづける勉強法で東大へ

行け！ ドラゴン桜２公式ガイドブック 

三田紀房ほか

監修 
講談社 

385.9 最新 困ったときにすぐひけるマナー大事典 
現代マナー・ 

作法の会 
西東社 

388.1 裏切りの日本昔話 ながたみかこ 笠間書院 

いつの間にか毎日少しずつ暖かくなってきましたね。 

暖かい日の読書も良いものです。 ４月分の新着図書の紹介をします。 

 

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 

410 大学入試数学 不朽の名問 100 鈴木貫太郎 講談社 

452 なぞとき 深海 1万メートル 
蒲生俊敬・ 

窪川かおる 
講談社 

460 
生物はなぜ死ぬのか 

／講談社現代新書 
小林武彦 講談社 

470 野の花拡大図鑑 岩槻秀明 日本文芸社 

470.4 大事なことは植物が教えてくれる 稲垣栄洋 マガジンハウス 

493.7 よくわかる大人のアスペルガー症候群 
上野一彦・ 

市川宏伸 
ナツメ社 

493.8 
専門医が教える新型コロナ・感染症の

本当の話 ／幻冬舎新書 
忽那賢志 幻冬舎 

493.9 あなたがあなたであるために 吉田友子 著 中央法規出版 

498.5 カラダにやさしいコンビニごはん 100 平澤芳恵 小学館 

 

５．技術、工学、生活、料理 ＆ ６．農業、林業、水産業、ビジネス 

596 
きちんとおいしい超早っ！ 

ひとり分ごはんレシピ 
今井亮 学研プラス 

590.4 なぜ妻は「手伝う」と怒るのか 佐光紀子 平凡社 

595.4 
今日がちょっと特別な日になる  

ヘアアレンジのルール 
渡邉義明 ナツメ社 

596.3 健康野菜大全  石原結實 ほか KADOKAWA 

596.33 
うちで作るからあげがウマい！  

カリッとジューシー１０４品 

からあげ生活 

倶楽部 編 
池田書店 

596.6 
オーブンなしで激ウマッ！ 

スイーツ 楽勝７０品 
you KADOKAWA 

626.4 
無農薬菜園はじめよう  

楽しく続けるアイデア５０ 
麻生健州 家の光協会 



５月の特集 

Go To 読書  

本の世界で旅しよう！ 

まだまだ旅行も難しいこの頃。少しでも 

旅行気分を味わえたらと思い、都道府県ご

とに舞台となっている本を集めました！

リストと塗り絵付きです。 

７．美術、音楽、映画、スポーツ、マンガ、絵本 

726.1/ 

ア/24 
この音とまれ！ ２４／コミック アミュー 集英社 

751.1 47都道府県・やきもの百科 神崎宣武 丸善出版 

783.2 
新版 「連係力」を極める! バレーボール  

セッター 上達のポイント 50 
蔦宗浩二 

メイツユニバー

サルコンテンツ 

783.7 
「弱くても勝てます」 

開成高校野球部のセオリー 
高橋秀実 新潮社 

 

８．言語（敬語、文章の書き方、外国の言葉など） 

801 
ふだん使いの言語学 「ことばの基礎力」

を鍛えるヒント／新潮選書 
川添愛 新潮社 

830.7 
たった５分で英語のやる気を上げる 

６６の方法 
関正生 新星出版社 

834 やさしい英単語の相性図鑑  すずきひろし ソシム 

835 
英文法再入門  

１０のハードルの飛び越え方／中公新書 
澤井康佑 中央公論新社 

 

９．文学（小説、ルポ、エッセイ、文学研究など） 

913.6/ 

ア/８ 

これは経費で落ちません！８ 

／集英社オレンジ文庫 
青木祐子 集英社 

913.6/ア わたし、定時で帰ります。 ライジング 朱野帰子 新潮社 

913.6/ア 正欲 朝井リョウ 新潮社 

913.6/ア アルケミストの不思議な家 有間カオル KADOKAWA 

913.6/ア 太陽のあくび／メディアワークス文庫 有間カオル KADOKAWA 

913.6/オ 灰の劇場 恩田陸 河出書房新社 

913.6/カ 新約とある魔術の禁書目録 １５～２２ 鎌池和馬 KADOKAWA 

913.6/タ 虎の牙 武川佑 講談社 

913.6/ナ 神の島のこどもたち／講談社文庫 中脇初枝 講談社 

913.6/ヒ 新 謎解きはディナーのあとで 東川篤哉 小学館 

913.6/ヒ 白鳥とコウモリ 東野圭吾 幻冬舎 

913.6/ヒ 甘美なる誘拐／宝島社文庫 平居紀一 宝島社 

913.6/フ 
探偵は女手ひとつ シングルマザー探偵

の事件日誌／光文社文庫 
深町秋生 光文社 

913.6/フ 海を渡る蝶のように 福尾峯玉 幻冬舎 

913.6/フ ＃ある朝殺人犯になっていた 藤井清美 U-NEXT 

913.6/マ セゾン・サンカンシオン 前川ほまれ ポプラ社 

913.6/マ 高校事変 １０／角川文庫 松岡圭祐 KADOKAWA 

913.6/ミ 魂手形 三島屋変調百物語七之続 宮部みゆき KADOKAWA 

913.6/ユ 白鯨 MOBY-DICK 夢枕獏 KADOKAWA 

983 そうか、君はカラマーゾフを読んだのか。 亀山郁夫 小学館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読書感想文 課題図書決定！ 
 

 毎年行われている「全国読書感想文コンクール」の【高等学校の部】の課題 

図書が決定しました。課題図書は次の３冊です。 
 

 ・『水を縫う』 寺池はるな 著／集英社 

  男なのに刺繍が好きな弟。女なのにかわいい物が苦手な姉。 

世の中の普通や当たり前を問い直す、６人の家族の物語。 
 

 ・『兄の名は、ジェシカ』 ジョン・ボイン 著／あすなろ書房 

  4歳年上のジェイソンは、サムの自慢の兄。だけどこのごろ、 

少し様子が変わったようでー。ジェンダーや性的指向という 

問題にどう向き合っていくかを、誠実に、時にコミカルに描く。 
 

 ・『科学者になりたい君へ』 佐藤勝彦 著／河出書房新社 

  どうすれば科学者になれるのか？宇宙物理学者の佐藤勝彦が、 

自身の科学者人生を紹介しつつ、「科学とはなにか」「優れた 

科学者になるためにはどうすればよいか」などについて語る。 
 

 この３冊は図書館に入る予定ですので、また興味ある人は借りてみて 

ください。コンクールの詳細も決定次第、図書館だよりなどに掲載 

しますので、確認してくだい。 


