
新着図書案内 2021年 7・8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） 

007.3 
やさしくわかるデジタル時代の 

情報モラル ［スマホ編］＆［SNS編］ 

松下孝太郎・

山本光 共著 
技術評論社 

007.3 
例題８０でしっかり学ぶ 

メディアリテラシー標準テキスト 
定平誠 技術評論社 

007.3 事例でわかる情報モラル ３０テーマ  実教出版 

 

１．哲学、心理学、宗教 

159 東大式時間術 布施川天馬 扶桑社 

 

２．歴史、伝記、地理、ガイドブック 

209.3 高地文明 ／中公新書 山本紀夫 中央公論新社 

210.4 室町は今日もハードボイルド 清水克行 新潮社 

283.5 新版 フランス革命の女たち 池田理代子 新潮社 

 

３．政治、経済、社会、教育、マナー 

304 
知らないと恥をかく世界の大問題１２  

／角川新書 
池上彰 KADOKAWA 

335.1 
2030年を生き抜く会社の SDGs  

／青春新書インテリジェンス 
次原悦子 青春出版社 

361.7 環境社会学入門 ／ちくま新書 長谷川公一 筑摩書房 

374.9 ＳＤＧｓと防災教育 藤岡達也 大修館書店 

375.1 最新 総合的な学習（探究）の時間 
原田恵理子 

ほか編著 
大学教育出版 

386.1 祭時記 すばらしき三重の祭りと民俗行事 北出正之 月兎舎 

388.8 
たぶん一生使わない？ 異国のことわざ

111／イースト新書Ｑ 
時田昌瑞 イースト・プレス 

夏も終わり、いよいよ秋がやってきます。「読書の秋」になりますように。 

７・８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 

404 理系の「なぜ？」がわかる本 小谷太郎 青春出版社 

404 
身近な科学が人に教えられるほど 

よくわかる本 
左巻健男 SB クリエイティブ 

410 志田晶の数学覚醒講義 志田晶 KADOKAWA 

423 
数学ガールの物理ノート 

／ニュートン力学 
結城浩 SB クリエイティブ 

457.8 
恐竜・古生物に聞く第６の大絶滅、 

君たち〈人類〉はどう生きる？ 
土屋健 イースト・プレス 

457.8 ゼロから楽しむ 古生物  土屋健 技術評論社 

470 ほんとうはびっくりな植物図鑑 稲垣栄洋 監修 SB クリエイティブ 

471.9 食べられる草ハンドブック 森昭彦 自由国民社 

481.7 どうぶつの恋愛が不思議すぎて！ まつおるか KADOKAWA 

 

５．技術、工学、生活、料理 ＆ ６．農業、林業、水産業、ビジネス 

519.8 
誰も知らないとっておきの世界遺産 

ベスト１００／ＳＢ新書 
小林克己 SB クリエイティブ 

594.9 
縫わずに作れる立体マスコット＆ 

リボン小物 

RINOSU・ 

古田ひろこ 
KADOKAWA 

596.3 白飯サラダ 今井亮 主婦と生活社 

596.4 世界の国旗弁当 青木ゆり子 誠文堂新光社 

596.63 パンのトリセツ 
池田浩明・ 

山本ゆりこ 
誠文堂新光社 

596.65 
コンビニ＆スーパーのアイスが極上 

スイーツに！ 魔法のアイスレシピ 
シズリーナ荒井 KADOKAWA 

596.65 はじめまして韓国カフェスイーツ 福本美樹 家の光協会 



７．美術、音楽、映画、スポーツ、マンガ、絵本 

726.1 
世界の大富豪とんでも無駄遣い伝説 

／コミック 
真山和幸 原作 竹書房 

726.1/

ヤ 
ぼくのお父さん／コミック 矢部太郎 新潮社 

754.9 nanahoshiのおりがみ手紙アイデアBOOK たかはしなな メイツ出版 

754.9 お菓子の箱だけで作るすごい空箱工作 はるきる ワニブックス 

761.2 いちばん親切な音楽記号用語事典 轟千尋 新星出版社 

780.19 目でみるアスリートの図鑑 稲葉茂勝 著 東京書籍 

 

８．言語（敬語、文章の書き方、外国の言葉など） 

830 
英語の思考法 話すための文法・文化 

レッスン／ちくま新書 
井上逸兵 筑摩書房 

830.79 
ＴＯＥＦＬテスト絶対出る英単語 

１０００本ノック 
西部有司 ＤＨＣ 

 

９．文学（小説、ルポ、エッセイ、文学研究など） 

913.6/ア invert 城塚翡翠倒叙集 相沢沙呼 講談社 

913.6/ア 君が消えた夏、僕らは共犯者になった 蒼木ゆう KADOKAWA 

913.6/ア 三毛猫ホームズの懸賞金 赤川次郎 光文社 

913.6/イ 貝に続く場所にて／第１６５回芥川賞 石沢麻衣 講談社 

913.6/イ 兇人邸の殺人 今村昌弘 東京創元社 

913.6/カ バニラな毎日 賀十つばさ 幻冬舎 

913.6/キ 遅番にやらせとけ 書店員の逆襲 キタハラ KADOKAWA 

913.6/キ 
ようこそ実力至上主義の教室へ 

２年生編４．５／MF文庫 J 
衣笠彰梧 KADOKAWA 

913.6/キ 遠巷説百物語 京極夏彦 KADOKAWA 

913.6/サ テスカトリポカ／第１６５回直木賞 佐藤究 KADOKAWA 

913.6/サ 星落ちて、なお／第１６５回直木賞 澤田瞳子 文藝春秋 

913.6/ス 身もこがれつつ 小倉山の百人一首 周防柳 中央公論新社 

913.6/タ 鎮火報／双葉文庫 日明恩 双葉社 

913.6/タ 埋み火／双葉文庫 日明恩 双葉社 

913.6/タ 啓火心／双葉文庫 日明恩 双葉社 

913.6/チ 硝子の塔の殺人 知念実希人 実業之日本社 

913.6/ド 大連合 ＳＥＩＮＡＮ＆ＴＯＹＡＮＯ 堂場瞬一 実業之日本社 

913.6/ナ 
Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 ６～１０ 

／ＭＦ文庫Ｊ 
長月達平 KADOKAWA 

913.6/ 

フ/２ 
最後の晩ごはん ２／角川文庫 椹野道流 KADOKAWA 

913.6/マ ヒトコブラクダ層ぜっと 上・下 万城目学 幻冬舎 

913.6/マ 
千里眼 ノン＝クオリアの終焉  

／角川文庫 
松岡圭祐 KADOKAWA 

913.6/ヤ ブレイクニュース 薬丸岳 集英社 

913.6/ヨ ブランド 吉田修一 KADOKAWA 

913.6/リ 彼岸花が咲く島／第１６５回芥川賞 李琴峰 文藝春秋 

929.1/チ サハマンション 
チョ・ナムジュ著

斎藤真理子 訳 
筑摩書房 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本の返却日について 
 

 ８月２５日（水）から９月１２日（日）まで、三重県にも緊急事態宣言が出さ 

れることになり、学校もしばらくオンライン授業を実施することになりました。 

そのため、今借りている本の返却日を、９月３０日（木）まで 

延長したいと思います。 

焦って返却する必要はありませんので、無くさないようにだけ注意して、 

ゆっくり読んでください。 

 

ビブリオバトル 聴衆募集！ 
 

 ９月１７日（金）と９月２２日（水）に「ビブリオバトル 2021 四日市決戦」が、オンラインで 

行われる予定です。 

  先日は発表者の募集を行いましたが、今回は「聴衆」として参加してくれる人を募集 

します。聴衆は、発表を聴くだけなので、少しでも興味のある人は、図書館に来たときに、

松田まで声をかけてください。 


