
新着図書案内 2021年９月分    

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） 

019.9 名著のツボ  石井千湖 文藝春秋 

 

１．哲学、心理学、宗教 

146.8 心はどこへ消えた？ 東畑開人 文藝春秋 

159 私は私のままで生きることにした キム・スヒョン著 ワニブックス 

159.5 
10代の君に伝えたい 学校で悩むぼくが

見つけた未来を切りひらく思考 
山崎聡一郎 朝日新聞出版 

 

２．歴史、伝記、地理、ガイドブック 

210 日本史の法則／河出新書 本郷和人 河出書房新社 

210.04 日本史を動かした５０チーム 伊藤賀一 JTBパブリッシング 

 

３．政治、経済、社会、教育、マナー 

335.1 これが SDGs ! 明治大学商学部 同文舘出版 

350.9 世界国勢図会 ２０２１／２２ 
矢野恒太 

記念会 編 
矢野恒太記念会 

361.4 
みんなに好かれなくていい 

／小学館ＹｏｕｔｈＢｏｏｋｓ 
和田秀樹 小学館 

367.3 
親の期待に応えなくていい  

／小学館ＹｏｕｔｈＢｏｏｋｓ 
鴻上尚史 小学館 

369 子ども介護者／角川新書 濱島淑恵 KADOKAWA 

369.1 
社会福祉士・精神保健福祉士になるには 

／なるにはＢＯＯＫＳ 

田中英樹ほか

編著 
ぺりかん社 

376.3 
ぼくはイエローでホワイトで、 

ちょっとブルー ２ 

ブレイディ 

みかこ 
新潮社 

376.8 農学部 ／なるにはＢＯＯＫＳ 佐藤成美 ぺりかん社 

388.8 世界のふしぎなことわざ図鑑 北村孝一 KADOKAWA 

登校が再開しましたね。この間にもたくさんの本が入りました。 

９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 
日常と科学の間にあるモヤモヤを 

解消する本 
かきもち 翔泳社 

445 
生き物がいるかもしれない星の図鑑 

／サイエンス・アイ新書 
荒舩良孝 SB クリエイティブ 

448.9 
地図リテラシー入門 

地図の正しい読み方・描き方がわかる 
羽田康祐 ベレ出版 

451 
文系のためのめっちゃやさしい天気 

／東京大学の先生伝授 
渡部雅浩 監修 ニュートンプレス 

490.4 すばらしい人体 山本健人 ダイヤモンド社 

491.3 血液型と免疫力／宝島社新書 藤田紘一郎 宝島社 

493.8 世界を大きく変えた 20のワクチン 齋藤勝裕 秀和システム 

499.8 アロマ＆ハーブ大事典 林真一郎 監修 新星出版社 

 

５．技術、工学、生活、料理 ＆ ６．農業、林業、水産業、ビジネス 

519 
環境専門家になるには 

／なるにはＢＯＯＫＳ 
小熊みどり ぺりかん社 

519 

これってホントにエコなの？ 

日常生活のあちこちで遭遇する“エゴ”の

ジレンマを解決 

ジョージナー・ 

ウィルソン＝ 

パウエル著 

東京書籍 

519 
地球があぶない！  

地図で見る気候変動の図鑑 

ダン・フッカー著

／山崎正浩 訳 
創元社 

596.2 
ミセス・クロウコムに学ぶ  

ヴィクトリア朝クッキング 

アニー・グレイ

ほか著 
ホビージャパン 

596.6 
ポリ袋でつくる  

たかこさんのタルト・パイ・フロランタン 
稲田多佳子 誠文堂新光社 

596.6 ムラヨシフルーツパーラー ムラヨシマサユキ NHK出版 



７．美術、音楽、映画、スポーツ、マンガ、絵本 

726.1/カ 漫画 方丈記／コミック 
鴨長明 著/ 

信吉 漫画 
文響社 

757.3 
世界の配色見本帳  

伝統的なテキスタイルの色使いから学ぶ 

ザ・ハレーション

ズ 著 
日本文芸社 

775.4 いつも心にタカラヅカ！！ 牧彩子 平凡社 

 

８．言語（敬語、文章の書き方、外国の言葉など） 

830 シンプルな英語／講談社現代新書 中山裕木子 講談社 

837.5 
ＮＨＫ高校生からはじめる「現代英語」 

記者が教える英語ニュースの読み方 
伊藤サム NHK出版 

 

９．文学（小説、ルポ、エッセイ、文学研究など） 

902.8 文豪の愛した猫／イースト新書Ｑ 開発社 編著 イースト・プレス 

913.6/イ おまえなんかに会いたくない 乾ルカ 中央公論新社 

913.6/ウ 人類最初の殺人 上田未来 双葉社 

913.6/オ とにもかくにもごはん 小野寺史宜 講談社 

913.6/カ コロナ狂騒録 海堂尊 宝島社 

913.6/カ さよならも言えないうちに 川口俊和 サンマーク出版 

913.6/ク アイアムマイヒーロー！ 鯨井あめ 講談社 

913.6/ 

シ/15 
りゅうおうのおしごと！ １５／GA文庫 白鳥士郎 

SB クリエイ 

ティブ 

913.6/チ 
久遠の檻 天久鷹央の事件カルテ 

／新潮文庫ｎｅｘ 
知念実希人 新潮社 

913.6/ナ すみれ荘ファミリア／講談社タイガ 凪良ゆう 講談社 

913.6/ニ 死物語 上・下 西尾維新 講談社 

913.6/ニ 推理大戦 似鳥鶏 講談社 

913.6/ヒ 透明な螺旋 東野圭吾 文藝春秋 

913.6/フ 名画小説 深水黎一郎 河出書房新社 

913.6/ 

マ/11 
高校事変 １１／角川文庫 松岡圭祐 KADOKAWA 

913.6/ヤ ばにらさま 山本文緒 文藝春秋 

913.6/ワ オーラの発表会 綿矢りさ 集英社 

933.7/ホ 
ヨルガオ殺人事件 上・下  

／創元推理文庫 

アンソニー・ 

ホロヴィッツ著 
東京創元社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「秋の読書週間」イベント 
開 催 予 定！ 

 

 10月 27日～11月 9日は「秋の読書週間」です。それに合わせて 

図書館では次のイベントを開催予定です！ 

 ① ポスター・雑誌付録プレゼント抽選会！ 

  図書館で保管している映画のポスターや雑誌の付録を抽選で 

プレゼントしたいと思います。実施日などの詳細は『図書館だより 

10 月号』などに掲載しますので、興味のある人はそちらもチェック 

してください。 

 ② 貸出期限を延長します！ 

  10 月 27 日～11 月９日の期間は貸出期限を「1 週間延長」します。 

この機会に普段読まない本にもチャレンジしてみてください！ 

10月の特集展示 

今月は大忙し！？  

「神」本 特集！ 

日本では10月は日本中の神様が集合

する月と言われています。 

私たちの身近な存在である「神」に 

ついての本を集めました。 

 


