
新着図書案内 2022 年３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） 

002.7 極アウトプット／小学館ＹｏｕｔｈＢｏｏｋｓ 樺沢紫苑 小学館 

007.3 
10代と考える「スマホ」  

／岩波ジュニアスタートブックス 
竹内和雄 岩波書店 

019.9 〈自分〉を知りたい君たちへ 読書の壁 養老孟司 毎日新聞出版 

 

１．哲学、心理学、宗教 

116 思考実験の原理／ブルーバックス 榛葉豊 講談社 

141.5 
なぜ、いま思考力が必要なのか？ 

／講談社＋α新書 
池上彰 講談社 

 

２．歴史、伝記、地理、ガイドブック 

209 
アメリカの中学生が学んでいる  

14歳からの世界史 

ワークマンパブ

リッシング 著 
ダイヤモンド社 

210.4 中先代の乱／中公新書 鈴木由美 中央公論新社 

239.5 一冊でわかるギリシャ史 長谷川岳男ほか 河出書房新社 

281 音読したい 偉人たちの最期のことば 齋藤孝 KADOKAWA 

291 美しい日本の絶景 200選／TJMOOK  宝島社 

 

３．政治、経済、社会、教育、マナー 

312.2 
オードリー・タンが語るデジタル 

民主主義／NHK出版新書 670 

大野和基 

インタビュー・編 
NHK出版 

331 あなたを変える行動経済学 大竹文雄 東京書籍 

338.7 サラ金の歴史／中公新書 小島庸平 中央公論新社 

372.1 学校では学力が伸びない本当の理由  林純次 光文社 

372.2 子どもが教育を選ぶ時代へ／集英社新書 野本響子 集英社 

383.8 知っておきたい！ 韓国ごはんの常識 
ルナ・キョン文／

アンジ絵 
原書房 

進級・入学おめでとうございます。今年度もよろしくお願いします。 

３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 

410 
世界一ひらめく！ 

算数＆数学の大図鑑 

アンナ・ウェルト

マン 文 
河出書房新社 

410 数式図鑑／ブルーバックス 横山明日希 講談社 

410.4 数学ガールの秘密ノート／図形の証明 結城浩 SB クリエイティブ 

431.1 
教えたくなるほどよくわかる 118 元素

の基礎講座／ニュートン新書 

ジェームズ・M・

ラッセル著 
ニュートンプレス 

445.3 
本気で考える火星の住み方  

／ワニブックス PLUS新書 
齋藤潤 著 ワニブックス 

449.1 
世界を変えた１２の時計  

時間と人間の１万年史 

デイヴィッド・ 

ルーニー著 
河出書房新社 

450 地球の中身／ブルーバックス 廣瀬敬 講談社 

486.8 
世界で一番美しい蝶図鑑 

／ネイチャー・ミュージアム 
海野和男 誠文堂新光社 

498.5 
もしもがんを予防できる野菜があったら 

「遺伝子組み換え食品」が世界を救う 
山根精一郎 幻冬舎 

 

５．技術、工学、生活、料理 ＆ ６．農業、林業、水産業、ビジネス 

527.1 最高に楽しい〈間取り〉の図鑑 新装版 本間至 エクスナレッジ 

594.8 美しい押し花図譜 梶谷奈充子 誠文堂新光社 

596 
生き抜くためのごはんの作り方  

／14歳の世渡り術 
有賀薫 ほか著 河出書房新社 

596.3 干し野菜百科 濱田美里 河出書房新社 

596.4 冷凍つくりおきで毎日すぐでき弁当 平岡淳子 家の光協会 

596.65 絵本の世界の可愛いクッキー 上岡麻美 マイナビ出版 

596.65 はじめての和菓子レッスン 決定版 金塚晴子ほか 家の光協会 



７．美術、音楽、映画、スポーツ、マンガ、絵本 

755.3 世界を魅了する美しい宝石図鑑 
ジュディス・ 

クロエ著 
創元社 

775.4 美しき宝塚の世界 石坂安希 立東舎 

783.7 高校野球メンタルトレーニング 田口耕二 竹書房 

789.8 忍者学研究 山田雄司 編 中央公論新社 

 

８．言語（敬語、文章の書き方、外国の言葉など） 

813.2 新選漢和辞典 第八版 新装版 小林信明 小学館 

816 「書くのが苦手」人のための刺さる文章術 印南敦史 PHP研究所 

830 中学英語「再」入門 ／中公新書 澤井康佑 中央公論新社 

830.7 
英検準１級～準２級 過去６回全問題集

／２０２２年度版 
旺文社 編 旺文社 

830.7 
英検準１級～準２級 過去６回全問題集

CD／２０２２年度版 
旺文社 編 旺文社 

830.7 
１０日でできる！英検２級～準２級 

二次試験・面接完全予想問題／改訂版 
旺文社 編 旺文社 

834 
図解でカンタン！ 

中学英単語は７日間でやり直せる。 
澤井康佑 著 学研プラス 

 

９．文学（小説、ルポ、エッセイ、文学研究など） 

910.2 山田全自動の日本文学でござる 山田全自動 辰巳出版 

910.2 
もしも紫式部が大企業の OLだったなら 

大鏡篇／コミック 
井上ミノル 創元社 

911.3 伊賀の人・松尾芭蕉／文春新書 北村純一 文藝春秋 

913.6/ア くらやみガールズトーク／角川文庫 朱野帰子 KADOKAWA 

913.6/ア ななみの海 朝比奈あすか 双葉社 

913.6/イ 砂嵐に星屑 一穂ミチ 幻冬舎 

913.6/イ オオルリ流星群 伊与原新 KADOKAWA 

913.6/ウ 
紙鑑定士の事件ファイル ２ 

偽りの刃の断罪 
歌田年 宝島社 

913.6/ウ ひまわりは恋の形 宇山佳佑 小学館 

913.6/カ タラント 角田光代 中央公論新社 

913.6/カ 
心霊探偵八雲 Short Stories 

／角川文庫 
神永学 KADOKAWA 

913.6/キ 
ようこそ実力至上主義の教室へ 

２年生編６／MF文庫 J 
衣笠彰梧 KADOKAWA 

913.6/タ 世界が青くなったら 武田綾乃 文藝春秋 

913.6/ツ レジェンドアニメ！ 辻村深月 マガジンハウス 

913.6/テ タイムマシンに乗れないぼくたち 寺地はるな 文藝春秋 

913.6/ナ 鑑定人 氏家京太郎 中山七里 双葉社 

913.6/ハ ロング・アフタヌーン 葉真中顕 中央公論新社 

913.6/フ ニコデモ 藤谷治 小学館 

913.6/フ その午後、巨匠たちは、 藤原無雨 河出書房新社 

913.6/マ 世界が私を消していく 丸井とまと スターツ出版 

913.6/ム 風の港 村山早紀 徳間書店 

930.2 〈読む〉という冒険／岩波ジュニア新書 佐藤和哉 岩波書店 

973/ス 読書セラピスト／海外文学セレクション 
ファビオ・ 

スタッシ著 
東京創元社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月の特集展示予定 

何ができるの？ 

「18 歳成人」を知っておこう！ 

４月から成人年齢が 18歳と引き下げられ

ました。新しく変わることについて本を 

集めてみました。 

 

進級・入学おめでとう！ 
 

 新２年生と新３年生のみなさん、進級おめでとうございます。 

そして新１年生のみなさん、入学おめでとうございます。 

 みなさんの実りある１年に向けて、図書館も全力でお手伝いさせて

もらいます。ぜひ来てくださいね。 


