
新着図書案内 2022年 12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 
ＡＩ２０４１  

人工知能が変える 20年後の未来 

カイフー・リー 

ほか著 
文藝春秋 

007.6 できるＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋ 法林岳之ほか インプレス 

 

１．哲学、心理学、宗教 

104 
哲学するってどんなこと？ 

／ちくまプリマー新書 
金杉武司 筑摩書房 

121 日本の思想家入門／角川新書 小川仁志 KADOKAWA 

 

２．歴史、伝記、地理、ガイドブック 

210.4 戦国大名と家臣団の絵事典 小和田哲男 成美堂出版 

223.7 一冊でわかるタイ史 柿崎一郎 河出書房新社 

291 今こそ学びたい日本のこと 蜂谷翔音ほか著 地球の歩き方 

292.5 インド文化読本 小磯千尋ほか編 丸善出版 

 

３．政治、経済、社会、教育、マナー 

302.5 池上彰の世界の見方 中南米 池上彰 小学館 

329 ここからはじめる国際法 佐藤義明 ほか 有斐閣 

369.3 
消防レスキュー隊員が教える 

だれでもできる防災事典 
タイチョー著 KADOKAWA 

372 ６カ国転校生ナージャの発見 
キリーロバ・ 

ナージャ 

集英社インター

ナショナル 

379.7 頭がいい人の勉強法  和田秀樹 総合法令出版 

383.8 世界の絶滅危惧食 
ダン・サラ 

ディーノ著 
河出書房新社 

これからクリスマスにお正月とイベントが目白押しですね。 

１２月に新しく入った本の紹介です。 

 

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 

402 
身の回りにあるノーベル賞が 

よくわかる本 
かきもち 翔泳社 

404 科学オモテウラ大事典 左巻健男 東洋館出版 

404 
科学はこのままでいいのかな 

／ちくまＱブックス 
中村桂子 筑摩書房 

454.9 なぜ、その地形は生まれたのか？ 松本穂高 日本実業出版 

455 
身のまわりのあんなことこんなことを

地質学的に考えてみた 
渡邉克晃 ベレ出版 

482 
はじめての動物地理学 

／岩波ジュニアスタートブックス 
増田隆一 岩波書店 

491.3 
未知なる人体への旅 

自然界と体の不思議な関係 

ジョナサン・ 

ライスマン著 
NHK出版 

491.3 脳の教科書／ブルーバックス 三上章允 講談社 

493.7 
認知症のわたしから，10代のあなたへ

／岩波ジュニアスタートブックス 
さとうみき 岩波書店 

 

５．技術、工学、生活、料理 ＆ ６．農業、林業、水産業、ビジネス 

520.8 廃墟写真集 空撮廃墟 小林マサヒロ 廣済堂出版 

596 一生使える 味つけ大事典 川上文代 池田書店 

596 やる気１％ごはん まるみキッチン KADOKAWA 

596.65 チョコレート・バイブル 青木裕介ほか ナツメ社 

626 野菜売り場の歩き方 青髪のテツ サンマーク出版 

659 
狩女のすすめ 獲る…だけじゃない 

ジビエの魅力を教えます 
ジビエふじこ 緑書房 



７．美術、音楽、映画、スポーツ、マンガ、絵本 

725.5 色鉛筆で描く、いちばん美しい風景画 弥永和千 日本文芸社 

743 「好き」を伝える 写真の教科書 武井宏員 KADOKAWA 

783.4 
サッカーはなぜ 11人対 11人で 

戦うのか？ 

ルチアーノ・ 

ウェルニッケ 
扶桑社 

 

８．言語（敬語、文章の書き方、外国の言葉など） 

801 言語学入門 
佐久間淳一 

ほか著 
研究社 

803.3 明解言語学辞典 
斎藤純男 

ほか編 
三省堂 

814.5 なんでもない一日の辞典 山口謠司 WAVE出版 

834.4 
直訳してはいけない英語表現２００ 

／ＫＡＷＡＤＥ夢新書 
牧野高吉 河出書房新社 

 

９．文学（小説、ルポ、エッセイ、文学研究など） 

901.3 
物語のカギ 

「読む」が１０倍楽しくなる３８のヒント 

渡辺祐真／ 

スケザネ 
笠間書院 

913.6/ア 思い出リバイバル 彩坂美月 講談社 

913.6/ア 珠玉／双葉文庫 彩瀬まる 双葉社 

913.6/ウ 骨灰 冲方丁 KADOKAWA 

913.6/オ タクジョ！ ２ みんなのみち 小野寺史宜 実業之日本社 

913.6/カ 
心霊探偵八雲 INITIAL FILE 

幽霊の定理 
神永学 講談社 

913.6/ 

カ/12 

青春ブタ野郎はマイスチューデントの夢を

見ない／電撃文庫 
鴨志田一 KADOKAWA 

913.6/キ 秋雨物語 貴志裕介 KADOKAWA 

913.6/サ うさぎ玉ほろほろ 西條奈加 講談社 

913.6/サ カサンドラのティータイム 櫻木みわ 朝日新聞出版 

913.6/シ クロコダイル・ティアーズ 雫井脩介 文藝春秋 

913.6/シ ここでは誰もが嘘をつく 嶋中潤 講談社 

913.6/シ プリテンド・ファーザー 白岩玄 集英社 

913.6/ 

シ/17 
りゅうおうのおしごと！１７／GA文庫 白鳥士郎 ＳＢクリエイティブ 

913.6/テ わたしの良い子／中公文庫 寺地はるな 中央公論新社 

913.6/ナ 夢見る帝国図書館／文春文庫 中島京子 文藝春秋 

913.6/ニ ヴェールドマン仮説 西尾維新 講談社 

913.6/ニ そして、よみがえる世界。 西式豊 早川書房 

913.6/ヌ 君の教室が永遠の眠りにつくまで 鵺野莉紗 KADOKAWA 

913.6/ヨ 闘え！ミス・パーフェクト 横関大 幻冬舎 

913.68/

イ 

ifの世界線 改変歴史 SFアンソロジー 

／講談社タイガ 
石川宗生ほか 講談社 

914.6/ム たりる生活 群ようこ 朝日新聞出版 

953.7/コ あなたの教室 

レティシア・コロ

ンバニ著／齋

藤可津子 訳 

早川書房 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 冬休み前の特別貸出期間（12 月 5 日～12月 23 日）の

間に借りた本の返却期限は、１月１１日（水）です。 

忘れずに返却するようにしてください。延長をしたい人は、 

図書館に伝えにきてください。 


