
新着図書案内 2022 年２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） 

007.3 しくじりから学ぶ１３歳からのスマホルール 島袋コウ 旬報社 

007.6 
賢く使いこなしたい人のための 

Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋスタートガイド 
田中拓也 秀和システム 

 

１．哲学、心理学、宗教 

130.2 
フランスの高校生が学んでいる 

10人の哲学者 

シャルル・ 

ペパン著 
草思社 

159.4 自分のミライの見つけ方 児美川孝一郎 旬報社 

 

２．歴史、伝記、地理、ガイドブック 

280.4 偉人の年収／イースト新書Ｑ 堀江宏樹 イースト・プレス 

281 
モブなのにすごいことしちゃった！ 

日本史の偉人たち 
大澤研一 監修 朝日新聞出版 

291.5 三重のトリセツ 先﨑仁 監修 昭文社 

 

３．政治、経済、社会、教育、マナー 

312.1 日本の総理大臣大全  八幡和郎 プレジデント社 

319 
一気にわかる！池上彰の世界情勢  

２０２２ コロナの先の世界編 
池上彰 毎日新聞出版 

324.1 
大人になるってどういうこと？  

みんなで考えよう 18歳成人 
神内聡 くもん出版 

331 アメリカの高校生が学んでいる経済の教室 
デーヴィッド・A・

メイヤー著 
SB クリエイティブ 

361.4 ＳＮＳコミュニケーション 浮世満理子 日本能率協会 

361.4 
１０代で知っておきたい「同意」の話  

ＹＥＳ、ＮＯを自分で決める１２のヒント 

ジャスティン・ハン

コック 文ほか 
河出書房新社 

375 マイテーマの探し方／ちくまＱブックス 片岡則夫 筑摩書房 

春も近いはずですが、まだまだ冷え込む日も多いですね。 

２月分の新着図書の紹介します。 

 

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 

417 
ニュースの数字をどう読むか 

／ちくま新書 

トム＆デイヴィッ

ド・チヴァース著 
筑摩書房 

460 
図鑑を見ても名前がわからないのは

なぜか？  
須黒達巳 ベレ出版 

474.7 
菌類が世界を救う キノコ・カビ・ 

酵母たちの驚異の能力 

マーリン・シェル

ドレイク著 
河出書房新社 

491.3 おもしろすぎる人体のひみつ 工藤孝文 青春出版社 

493.7 発達障害「グレーゾーン」／ＳＢ新書 岡田尊司 SB クリエイティブ 

493.7 認知症世界の歩き方 筧裕介 ライツ社 

493.9 
心の病気にかかる子どもたち 

精神疾患の予防と回復 
水野雅文 朝日新聞出版 

 

５．技術、工学、生活、料理 ＆ ６．農業、林業、水産業、ビジネス 

519.8 絶滅危惧種はそこにいる／角川新書 久保田潤一 KADOKAWA 

548.3 トコトンやさしいサービスロボットの本 清水祐一郎 日刊工業新聞社 

590 はじめてのひとり暮らし安心ガイド 造事務所 編著 メディアパル 

596 
料理がおいしくなる 

美しい盛りつけのアイディア 
まちやまちほ 朝日新聞出版 

596.6 ふとらない米粉のお菓子 茨木くみ子 文化出版局 

596.6 
ホットケーキミックスで 

おうちカフェ焼き菓子 
主婦と生活社 編 主婦と生活社 

596.3 
世界一おいしい  

バズる！オムライスレシピ 
オムライスのプロ KADOKAWA 

667.9 
さばの缶づめ、宇宙へいく  

鯖街道を宇宙へつなげた高校生たち 
小坂康之 イースト・プレス 



７．美術、音楽、映画、スポーツ、マンガ、絵本 

726.1 

/ヤ 
DAYS １～４２／コミック・寄贈 安田剛士 講談社 

754.9 ｎａｎａｈｏｓｈｉの大人かわいいおりがみ たかはしなな 主婦の友社 

780.7 
筋力へなちょこ女子が行き着いた  

１分最弱筋トレ 
たかツキなほり KADOKAWA 

 

８．言語（敬語、文章の書き方、外国の言葉など） 

801 ことばの数理千一夜  小谷善行 日本評論社 

803.6 世界の公用語事典 庄司博史 編 丸善出版 

813.7 朝日キーワード ２０２３ 朝日新聞出版 朝日新聞出版 

830.7 英検１級でる順パス単 ５訂版 旺文社 編 旺文社 

830.7 英検準１級でる順パス単 ５訂版 旺文社 編 旺文社 

830.7 英検２級でる順パス単 ５訂版 旺文社 編 旺文社 

830.7 英検準２級でる順パス単 ５訂版 旺文社 編 旺文社 

837.8 
英語でお悔やみ申し上げます  

冠婚葬祭・非常時の英語表現 

ジェームズ ・

M・バーダマン 
ベレ出版 

 

９．文学（小説、ルポ、エッセイ、文学研究など） 

910.2 

タイム・スリップ芥川賞  

「文学って、なんのため？」と思う人の 

ための日本文学入門 

菊池良 ダイヤモンド社 

913.6/ア 母の待つ里 浅田次郎 新潮社 

913.6/イ 奔流の海 伊岡瞬 文藝春秋 

913.6/イ 断罪のネバーモア 市川憂人 KADOKAWA 

913.6/イ 五つの季節に探偵は 逸木裕 KADOKAWA 

913.6/イ 塞王の楯／第 166回直木賞受賞 今村翔吾 集英社 

913.6/ウ 幸せスイーツとテディベア／一二三文庫 卯月みか 一二三書房 

913.6/オ 残月記 小田雅久仁 双葉社 

913.6/カ 密室黄金時代の殺人／宝島社文庫 鴨崎暖炉 宝島社 

913.6/サ 少女を埋める 桜庭一樹 文藝春秋 

913.6/サ 誰かがこの町で 佐野広実 講談社 

913.6/ス 落花流水 鈴木るりか 小学館 

913.6/ス ブラックボックス／第 166回芥川賞受賞 砂川文次 講談社 

913.6/タ 旅書簡集 ゆきあってしあさって 
髙山羽根子 

ほか著 
東京創元社 

913.6/ヒ 怪物 東山彰良 新潮社 

913.6/ホ フェイクフィクション 誉田哲也 集英社 

913.6/マ レインメーカー 真山仁 幻冬舎 

913.6/リ 生を祝う 李琴峰 朝日新聞出版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しい蔵書検索サービスのお知らせ 
 

 以前に Classiでもお知らせしましたが、新しい蔵書検索のサイトが

使えるようになりました。特徴は次の２つです。 
 

① Wi-Fiや通常のネット回線でも検索サイトにアクセスできます。 

そのため、皆さんのスマホやパソコンからでも蔵書検索をすることが

できるようになりました。 

② 本の検索結果からそのまま、本の予約ができるようになりました。

また、何冊かまとめて本の予約もできますので活用してください。 
 

 検索サイトへは下の URLを打ち込むか、QRコードを読み込んでくだ

さい。ぜひ利用してもらえればと思います。 

 

「川越高校図書館の本を探す」 

https://private.calil.jp/gk-2003857-tlh4y/ 
 

                         検索画面 


