
新着図書案内 2021年５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） 

002.7 インフォメーション・アナリシス５＆５  關谷武司 編 
関西学院大学 

出版会 

007.6 
詳解！Ｇｏｏｇｌｅ Ａｐｐｓ Ｓｃｒｉｐｔ完全入門

[第２版] 
高橋宣成 秀和システム 

 

１．哲学、心理学、宗教 

185.9 お寺の日本地図／文春新書 鵜飼秀徳 文藝春秋 

 

２．歴史、伝記、地理、ガイドブック 

209 
地理と地形でよみとく世界史の疑問５５ 

／宝島社新書 
関真興 宝島社 

280.4 偉人名言迷言事典 真山和幸 笠間書院 

291.62 
芸妓さんが教える  

京都ええとこ 映えるとこ 
 

JTB 

パブリッシング 

 

３．政治、経済、社会、教育、マナー 

302.2 アラブは、美しい。／Ｐｅｎ ＢＯＯＫＳ ペン編集部 CCC メディアハウス 

318.3 
地方初級・教養試験過去問３５０ 

２０２２年度版／進路 

資格試験 

研究会 編著 
実務教育出版 

333.8 １０代からのＳＤＧｓ  原佐知子 著 大月書店 

366.2 
会社で働く  

製品開発ストーリーから職種を学ぶ！ 
松井大助 ぺりかん社 

374.3 教員のメンタルヘルス  大石智 大修館書店 

375 東大ノートのつくり方 ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ 学研プラス 

375.3 地域と世界をつなぐ 「地理総合」の授業 大野新ほか 大月書店 

376.8 国際学部 中高生のための学部選びガイド 三井綾子 ぺりかん社 

376.8 経済学部 中高生のための学部選びガイド 山下久猛 ぺりかん社 

梅雨に入って、雨の日も多くなってきましたね。 

家にいるときは、ぜひ読書を。 ５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 

407 
科学者になりたい君へ  

【読書感想文課題図書】 
佐藤勝彦 河出書房新社 

417 
まんがと図解でわかる統計学 

／宝島社新書 
向後千春 監修 宝島社 

420 
確かめてナットク！物理の法則 

／岩波ジュニア新書 

ジョー・ 

ヘルマンス著 
岩波書店 

451 
空のふしぎがすべてわかる！  

すごすぎる天気の図鑑 
荒木健太郎 KADOKAWA 

451.9 
新・いのちを守る気象情報  

／ＮＨＫ出版新書 
斉田季実治 NHK出版 

465.8 
京大おどろきのウイルス学講義  

／PHP新書 
宮沢孝幸 PHP研究所 

498 病院で死ぬということ／文春文庫 山崎章郎 文藝春秋 

498.3 
学校では教えてくれない  

自分を休ませる方法 
井上祐紀 KADOKAWA 

498.5 
まいにちタマゴ  

専門家が教える最高の食べ方 

タマゴ科学 

研究会 
池田書店 

498.5 ゼロから知りたい！糖質の教科書 前川智 西東社 

 

５．技術、工学、生活、料理 ＆ ６．農業、林業、水産業、ビジネス 

595.6 ちりつもダイエット EICO 学研プラス 

596 私の心と体が喜ぶ 甘やかしごはん １人前食堂 Mai KADOKAWA 

596.3 野菜まるごと冷凍テクニック 島本美由紀 
パイインター 

ナショナル 

596.65 
おうちデザート  

ゼリー・プリン・ババロア・ムース 
福岡直子 朝日新聞出版 

615.6 マンガでわかる楽しい草取り 西尾剛 誠文堂新光社 



７．美術、音楽、映画、スポーツ、マンガ、絵本 

783.5 新装版 勝てる！理系なテニス 
田中伸弥 ・ 

松尾衛 
日本文芸社 

 

８．言語（敬語、文章の書き方、外国の言葉など） 

801.7 世界の「こんにちは」 

東京外国語大学 

アジア・アフリカ

言語文化研究所 

日経ナショナル

ジオグラフィッ

ク社 

807 
デジタルで変わる子どもたち 学習・言語

能力の現在と未来／ちくま新書 

バトラー後藤 

裕子 
筑摩書房 

813.1 比べて愉しい 国語辞書ディープな読み方 ながさわ 河出書房新社 

824.4 中国史で読み解く故事成語 阿部幸信 山川出版社 

 

９．文学（小説、ルポ、エッセイ、文学研究など） 

913.6/ 

アカ 

この素晴らしい世界に祝福を！ ２～１７ 

／角川スニーカー文庫 
暁なつめ KADOKAWA 

913.6/ア 六人の噓つきな大学生 浅倉秋成 KADOKAWA 

913.6/ア フラッガーの方程式／角川文庫 浅倉秋成 KADOKAWA 

913.6/ア 不在／角川文庫 彩瀬まる KADOKAWA 

913.6/ア 
気まぐれ食堂 神様がくれた休日 

／創元社推理文庫 
有間カオル 東京創元社 

913.6/イ スモールワールズ 一穂ミチ 講談社 

913.6/カ 
創約とある魔術の禁書目録 １～４ 

／電撃文庫 
鎌池和馬 KADOKAWA 

913.6/キ 絵金、闇を塗る 木下昌輝 集英社 

913.6/ク 天を掃け 黒川裕子 講談社 

913.6/テ 水を縫う／【読書感想文課題図書】 寺地はるな 集英社 

913.6/ト 檸檬のころ／幻冬舎文庫 豊島ミホ 幻冬舎 

913.6/ナ 臨床の砦 夏川草介 小学館 

913.6/ 

ニシ 
掟上今日子の鑑札票 西尾維新 講談社 

913.6/ヌ 風は山から吹いている 額賀澪 二見書房 

913.6/フ Ｂａｂｅｌ １～３ 古宮九時 KADOKAWA 

913.6/ホ 黒いサカナ 保坂祐希 ポプラ社 

913.6/ホ ジウ Ⅰ～Ⅲ／中公文庫 誉田哲也 中央公論新社 

913.6/ホ オムニバス 誉田哲也 光文社 

913.6/ヤ 
六花の勇者 archive１ 

／ダッシュエックス文庫 
山形石雄 集英社 

933/ボ 
兄の名は、ジェシカ 

／【読書感想文課題図書】 

ジョン・ボイン著

／原田勝 訳 
あすなろ書房 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

古雑誌リサイクル市 開催予定 
 

 みなさん、中間考査お疲れさまでした。図書館でも多くの人が勉強を 

頑張っていて良かったと思います。 

 さて、毎年行っている夏休み前の「古雑誌リサイクル市」の開催予定に

ついて連絡します。参加を考えている人は、よく確認してください。 
 

① 開催予定の日時は、7 月 12日（月）の 16時からです。混雑を避ける

ために、参加者は時間までは図書館外で待っていてください。 
 

② 持ち帰れる雑誌は、１人５冊までとします。なるべく多くの人が雑誌

を持ち帰れるようにするためなので、協力してください。 
 

③ リサイクル市の対象となる雑誌は、司書室に移動しますので、雑誌コー

ナーにある雑誌は持ち帰らないでください。 
 

④ 雑誌は譲り合いながら見てください。 
 

上の４つをしっかりと守って参加してください。なお、予定は変更する 

可能性があるので、後日発行される「図書館だより」なども確認する 

ようにしてください。 

６月の特集 

「水無」月だけど 

水・水・水 特集！ 

「水無月」と呼ばれる６月。「水が無い

月」と書きますが、由来は「水の月」 

なんだそうです。今月は、そんな由来に

ちなんで「水」の本を集めました。 


