
新着図書案内 2022年 1 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） 

007.1 
僕とアリスの夏物語 人工知能の，その

先へ／岩波科学ライブラリー 
谷口忠大 岩波書店 

015.6 読書会の教室 
竹田信弥・ 

田中佳祐 
晶文社 

 

１．哲学、心理学、宗教 

159 今さら聞けない時間の超基本 
二間瀬敏史・ 

吉武麻子 監修 
朝日新聞出版 

159.7 悩んでなんぼの青春よ／ちくまＱブックス 森毅 筑摩書房 

159.8 
すごい名言１００  

世界の偉人×賢人の知恵 
遠越段 総合法令出版 

 

２．歴史、伝記、地理、ガイドブック 

230 
ヨーロッパ史入門 原形から近代への胎動 

／岩波ジュニア新書 
池上俊一 岩波書店 

281 日本史人物〈あの時、何歳？〉事典 
吉川弘文館 

編集部 
吉川弘文館 

 

３．政治、経済、社会、教育、マナー 

333.8 
あなたと SDGsをつなぐ 

「世界を正しく見る」習慣 
原貫太 KADOKAWA 

361.8 差別の日本史 塩見鮮一郎 河出書房新社 

367.3 なぜ親はうるさいのか／ちくまＱブックス 田房永子 筑摩書房 

367.6 「ぴえん」という病 ／扶桑社新書 佐々木チワワ 扶桑社 

367.9 
10代の妊娠 友だちもネットも教えて 

くれない性と妊娠のリアル 

にじいろ 著/ 

高橋幸子 監修 
合同出版 

375 成績が上がる学びの習慣 紀野紗良 KADOKAWA 

まだまだ寒い日は終わりそうにありませんね。 

部屋を暖かくして読書をしてみてください。１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 
清少納言がみていた宇宙と、わたした

ちのみている宇宙は同じなのか？ 
池内了 青土社 

412.7 
世界は「ｅ」でできている 

／ブルーバックス 
金 重明 講談社 

420 
世界は物理でできている  

／ニュートン新書 

ジム・アル＝ 

カリーリ著 
ニュートンプレス 

440 
地球外生命 アストロバイオロジーで

探る生命の起源と未来／中公新書 
小林憲正 中央公論新社 

440 
ＪＡＸＡの先生！ 宇宙のきほんを教え

てください！／ポプラ新書 
中谷一郎 ポプラ社 

442 星空の楽しみかた 眺める・撮る KAGAYA 河出書房新社 

485.3 
エビはすごい カニもすごい 体のしく

み、行動から食文化まで／中公新書 
矢野勲 中央公論新社 

 

５．技術、工学、生活、料理 ＆ ６．農業、林業、水産業、ビジネス 

519 
２０５０年の地球を予測する 

／ちくまプリマー新書 
伊勢武史 筑摩書房 

595.6 
やせるのはどっち？ 理想の体が手に

入る「失敗しない」３１の法則 

中野ジェームズ

修一 
飛鳥新社 

596 たんぱく質がとれる！糖質オフレシピ 主婦の友社 編 主婦の友社 

596.2 そそる！うち中華 今井亮 学研プラス 

611.3 
食べものが足りない！  

食料危機問題がわかる本 
井出留美 旬報社 

526.19 いつかは訪れたい 美しき世界の教会 
マイケル・ 

ケリガン著 

日経ナショナル 

ジオグラフィック 

 

 

 



７．美術、音楽、映画、スポーツ、マンガ、絵本 

720.4 妄想美術館／ＳＢ新書 
原田マハ・ 

ヤマザキマリ 
SBクリエイティブ 

723 絵の中のモノ語り 中野京子 KADOKAWA 

754.9 
はじめての切り紙  

きれいに作るとっておきのコツ 
桜まあち 

メイツユニバー

サルコンテンツ 

754.9 動くぺーパークラフト しんらしんげ KADOKAWA 

 

８．言語（敬語、文章の書き方、外国の言葉など） 

814.7 
2022-2023年版  

日本と世界の時事キーワード／進路 

時事問題 

リサーチ 編著 
ナツメ社 

815.8 
「させていただく」の使い方  

日本語と敬語のゆくえ／角川新書 
椎名美智 KADOKAWA 

816 書ける人だけが手にするもの／ＳＢ新書 齋藤孝 SBクリエイティブ 

830.79 
英検 3級に受かったら 

一気に 2級をめざせる本 
大谷優平 扶桑社 

 

９．文学（小説、ルポ、エッセイ、文学研究など） 

911.3 
松尾芭蕉を旅する  

英語で読む名句の世界 

ピーター・J・ 

マクミラン 
講談社 

913.6/エ ひとりでカラカサさしてゆく 江國香織 新潮社 

913.6/オ 愚かな薔薇 恩田陸 徳間書店 

913.6/ 

カ/5 

創約 とある魔術の禁書目録 ５ 

／電撃文庫 
鎌池和馬 KADOKAWA 

913.6/ 

カ/11 
心霊探偵八雲 １１ 魂の代償 神永学 KADOKAWA 

913.6/ 

カ/12 
心霊探偵八雲 １２ 魂の深淵 神永学 KADOKAWA 

913.6/カ 青の呪い 心霊探偵八雲／講談社文庫 神永学 講談社 

913.6/シ きみの町で／新潮文庫 重松清 新潮社 

913.6/ス かぐや姫、物語を書きかえろ！ 雀野日名子 河出書房新社 

913.6/ダ 不協和音 １／ＰＨＰ文芸文庫 大門剛明 PHP研究所 

913.6/ 

ダ/2 
不協和音 ２／ＰＨＰ文芸文庫 大門剛明 PHP研究所 

913.6/ 

ダ/３ 
不協和音 ３／ＰＨＰ文芸文庫 大門剛明 PHP研究所 

913.6/チ 真夜中のマリオネット 知念実希人 集英社 

913.6/ニ 夜が明ける 西加奈子 新潮社 

913.6/ニ 
コミュ障探偵の地味すぎる事件簿 

／角川文庫 
似鳥鶏 KADOKAWA 

913.6/ヌ 世界の美しさを思い知れ 額賀澪 双葉社 

913.6/ハ 李王家の縁談 林真理子 文藝春秋 

913.6/パ 燃える息 パリュスあや子 講談社 

913.6/ 

マ/2 

ecriture 新人作家・杉浦李奈の推論 ＩＩ 

／角川文庫 
松岡圭祐 KADOKAWA 

913.6/ム 桜風堂夢ものがたり 村山早紀 PHP研究所 

913.6/ヨ ミス・パーフェクトが行く！ 横関大 幻冬舎 

913.6/ヨ ミトンとふびん 吉本ばなな 新潮社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読書通帳、作りました。 
 

 １月の下旬頃から、カウンターに読書通帳を置いています。 

 読書通帳は「本を読んだ日」や「読んだ本」など、自分が読書の履歴を 

記録しておけるものです。中身の欄が全て埋まったら新しい物を差し上げ 

ます。 

 読書のお供に使ってみてください。 
 

 

表紙は６色用意していますが  → 

「こういう色が欲しい」などの 

リクエストはいつでも受け付けます。 

気軽に声をかけてください 

 

 


