
新着図書案内 2021年６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 絵と図でわかるＡＩと社会 江間有沙 技術評論社 

 

１．哲学、心理学、宗教 

114.2 池上彰と考える「死」とは何だろう 池上彰 KADOKAWA 

 

２．歴史、伝記、地理、ガイドブック 

210 
教科書の常識がくつがえる！ 

最新の日本史／青春新書 
河合敦 青春出版社 

210.1 日本史の基本ゆる図鑑 小和田哲男  宝島社 

225 一冊でわかるインド史 水島司 監修 河出書房新社 

281.04 
日英対訳 世界に紹介したい 

日本の 100人 

ジェームズ・Ｍ・

バーダマン著 
山川出版社 

 

３．政治、経済、社会、教育、マナー 

323.1 憲法を読み解く 渋谷秀樹 有斐閣 

327.6 あなたも明日は裁判員！？ 
飯考行ほか 

編著 
日本評論社 

330 誰も教えてくれないお金と経済のしくみ 森永康平 あさ出版 

367.9/グ

/絵本 

ようこそ！あかちゃん せかいじゅうの 

家族のはじまりのおはなし 

レイチェル・ 

グリーナー 文 
大月書店 

371.1 勉強するのは何のため？ 苫野一德 日本評論社 

374 
教師と学校の失敗学 なぜ変化に対応

できないのか／PHP新書 
妹尾昌俊 ＰＨＰ研究所 

375.1 
はじめての授業のデジタルトランス 

フォーメーション  
高橋純 編著 東洋館出版社 

390.9 図説 戦争と軍服の歴史／ふくろうの本 辻元よしふみ 河出書房新社 

だんだん暑い日が増えてきました。涼しいところで読書を。 

６月分の新着図書を紹介します。 

 

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 

431.1 
図解 身近にあふれる「元素」が 

3時間でわかる本 
左巻健男 編著 明日香出版社 

440 星の王子さまの天文ノート 縣秀彦 編著 河出書房新社 

445 

地球以外に生命を宿す天体はあるの

だろうか？ 

／岩波ジュニアスタートブックス 

佐々木貴教 岩波書店 

462.1 
希少生物のきもち  

どうしていなくなるの？ 
大島健夫 メイツ出版 

491.1 眠れなくなるほど面白い 解剖学 坂井建雄 日本文芸社 

499 クスリとリスクと薬剤師 油沼 漫画 KADOKAWA 

 

５．技術、工学、生活、料理 ＆ ６．農業、林業、水産業、ビジネス 

519 
気候崩壊 次世代とともに考える  

／岩波ブックレット 
宇佐美誠 岩波書店 

576.5 季節を愉しむ手づくり石けん うた 秀和システム 

596 
私のいちばん得意な料理、教えます 

基本のレシピ１００のコツ 
 家の光協会 

596.3 
もっとやせる！キレイになる！ 

ベジたんサラダ 50 
Atsushi 小学館 

596.3 
おいしくたっぷり野菜を食べる 

１２の方法 
石原洋子 学研プラス 

596.63 パン作りが楽しくなる本 
完全感覚 

ベイカー 
KADOKAWA 

596.65 本当においしいヴィーガンお菓子 山口道子 柴田書店 

627.7 
よくわかる多肉植物 寄せ植えの実例、

育て方・ふやし方と７１５種の図鑑 
田邉昇一 監修 日本文芸社 

 



７．美術、音楽、映画、スポーツ、マンガ、絵本 

726.5 棒人間図解大全 仕事に使える！ ＭＩＣＡＮＯ 自由国民社 

726.6/シ パンどろぼう／絵本 柴田ケイコ KADOKAWA 

726.6/シ パンどろぼうｖｓにせパンどろぼう／絵本 柴田ケイコ KADOKAWA 

750 
魔法使いの錬金術レシピ  

妖しくて不思議な魔法雑貨の作り方 
さとうかよこ 日本文芸社 

778.8 戦乱中国の英雄たち／中公新書ラクレ 佐藤信弥 中央公論新社 

779.3 簡単なのに人を惹き付けるマジック ひろむ KADOKAWA 

779.5 
日本の道化師 ピエロとクラウンの文化史 

／平凡社新書 
大島幹雄 平凡社 

 

８．言語（敬語、文章の書き方、外国の言葉など） 

834 くらべて覚える英単語 清水健二 青春出版社 

837.8 ＳＮＯＯＰＹの英会話 リベラル社 編 リベラル社 

837.8 
２億語のデータでわかった 

本当に使える英語 ビッグデータ英会話 

高橋基治・ 

阿部一 
西東社 

 

９．文学（小説、ルポ、エッセイ、文学研究など） 

913.6/ア キネマの天使 メロドラマの日 赤川次郎 講談社 

913.6/ア 日向を掬う 朝倉宏景 双葉社 

913.6/オ いつものＢａｒで、失恋の謎解きを 大石大 双葉社 

913.6/カ なぜ秀吉は 門井慶喜 毎日新聞出版 

913.6/カ うらんぼんの夜 川瀬七緖 朝日新聞出版 

913.6/サ わたしは告白ができない。／角川文庫 櫻いいよ KADOKAWA 

913.6/サ 探偵になんて向いてない 桜井鈴茂 双葉社 

913.6/サ 最終飛行 佐藤賢一 文藝春秋 

913.6/チ ひきなみ 千早茜 KADOKAWA 

913.6/ツ 琥珀の夏 辻村深月 文藝春秋 

913.6/テ 声の在りか 寺地はるな KADOKAWA 

913.6/ナ 
Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 １～５ 

／ＭＦ文庫Ｊ 
長月達平 KADOKAWA 

913.6/ヒ 野球が好きすぎて 東川篤哉 実業之日本社 

913.6/ホ あの夏、二人のルカ／角川文庫 誉田哲也 KADOKAWA 

913.6/マ 千里眼の復活／角川文庫 松岡圭祐 KADOKAWA 

913.6/ミ エレジーは流れない 三浦しをん 双葉社 

913.6/ヨ 黒牢城 米澤穂信 KADOKAWA 

913.7 上方落語ひとくち絵本 もりたはじめ編 サンクチュアリ出版 

923.7/リ 三体 ３ 死神永生 上・下 
劉慈欣 著／ 

大森望 ほか訳 
早川書房 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北勢地域ビブリオバトル２０２１ 
発表者 大募集！ 

 

 9月 17日（金）と 9月 22日（水）の２日間にわたり、「北勢地域 

ビブリオバトル 2021」が開催されます。その発表者を募集します！ 
 

 ※ ビブリオバトルとは【公式ルール】 
 ① 発表者（バトラー）が読んで面白いと思った本を持って集まる。 
 ② 順番に１人５分間で本を紹介する。 
 ③ それぞれの発表の後に参加者全員でその発表に関するディスカッショ 

ンを２～３分行う。 
 ④ 全ての発表が終了した後に「どの本が１番読みたくなったか？」を 

基準にとした投票を参加者全員１票で行い、最多票を集めたものを 
『チャンプ本』とする。 

 

 興味のある人は、7月 21日（水）までに図書館・松田のところまで

来てください！ なお、出場できる発表者は「各校１名以内」ですの

で、申し込み多数の場合は校内予選などを行う予定です。 

７月の特集 

勝負の夏がきた！  

勉強本 特集！ 

昨年度好評だった勉強本の特集が 

今年もやってきました。夏休みを 

有意義なものにするヒントになっ

てくれればと思います。 


