
新着図書案内 2022 年５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 
世界のいまを知り未来をつくる 

評論文読書案内 
小池陽慈 晶文社 

 

１．哲学、心理学、宗教 

141.5 認知バイアス大全 川合伸幸 監修 ナツメ社 

146.1 嫌われる勇気 岸見一郎ほか ダイヤモンド社 

146.8 
親のことが嫌いじゃないのに「なんか 

イヤだな」と思ったときに読む本 
藤木美奈子 WAVE出版 

 

２．歴史、伝記、地理、ガイドブック 

210.4 一冊でわかる室町時代 大石学 河出書房新社 

232.8 古代ポンペイの日常生活／祥伝社新書 本村凌二 祥伝社 

262 一冊でわかるブラジル史 関眞興 河出書房新社 

291 統計から読み解く色分け日本地図 重永瞬 彩図社 

 

３．政治、経済、社会、教育、マナー 

302.3 
池上彰の世界の見方 

東欧・旧ソ連の国々 
池上彰 小学館 

361.4 ふしぎな日本人／ちくま新書 塚谷泰生ほか 筑摩書房 

366.2 仕事のカタログ ２０２３－２４年版  自由国民社 

367.9 はじめての LGBT入門 清水展人 主婦の友社 

367.9 
ラジオ保健室 

10代の性 悩み相談 BOOK 

NHK「ラジオ 

保健室」制作班 
リトルモア 

369 
ヤングケアラーってなんだろう 

／ちくまプリマー新書 
澁谷智子 筑摩書房 

370 
学校はなぜ退屈でなぜ大切なのか 

／ちくまプリマー新書 
広田照幸 筑摩書房 

少しずつ梅雨が近づいてきた感じがします。 

雨の日は家で読書をしてみませんか。５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 
アメリカの中学生が学んでいる  

14歳からの数学 

ワークマンパブ

リッシング 著 
ダイヤモンド社 

448.9 その問題、デジタル地図が解決します 中島円 ベレ出版 

448.9 
ＧＩＳ地理情報システム 

／やさしく知りたい先端科学シリーズ 
矢野桂司 創元社 

451 もっとすごすぎる天気の図鑑 荒木健太郎 KADOKAWA 

451.8 気候危機がサクッとわかる本 
ウェザーマップ 

著 
東京書籍 

470 あした出会える雑草の花１００ 高橋修 山と渓谷社 

486 
怪虫ざんまい  

昆虫学者は今日も挙動不審 
小松貴 新潮社 

498.5 
本当に役立つ栄養学 

／ブルーバックス 
佐藤成美 講談社 

 

５．技術、工学、生活、料理 ＆ ６．農業、林業、水産業、ビジネス 

502.1 世界が驚く日本のすごい科学と技術 左巻健男 笠間書院 

596.2 おうちでできる世界のおそうざい 荻野恭子 河出書房新社 

596.3 
ツレヅレハナコの愛してやまない 

たまご料理 
ツレヅレハナコ サンマーク出版 

596.3 
スピード完成！ 野菜の大量消費 

おかず３４２ 

食のスタジオ 

編 
西東社 

596.65 新版 いちごのお菓子 若山曜子 マイナビ出版 

674.3 
すごいタイトル㊙法則 

／青春新書インテリジェンス 
川上徹也 青春出版社 

686.3 怒鳴られ駅員のメンタル非常ボタン 綿貫渉 KADOKAWA 



７．美術、音楽、映画、スポーツ、マンガ、絵本 

721.8 葛飾北斎万物絵本大全 
ティモシー・ 

クラーク著 
朝日新聞出版 

725.4 
初めてでもできる！ 

『黒板アート』の描き方事典 
小野大輔 明治図書出版 

 

８．言語（敬語、文章の書き方、外国の言葉など） 

814.7 
いまさら聞けない「ヨコ文字」事典 

／イースト新書Ｑ 
造事務所 イースト・プレス 

832 英語の語源大全 清水健二 三笠書房 

 

９．文学（小説、ルポ、エッセイ、文学研究など） 

910.25 忍者とは何か 忍法・手裏剣・黒装束 吉丸雄哉 KADOKAWA 

910.26 作家たちの 17歳／岩波ジュニア新書 千葉俊二 岩波書店 

913.6/ア 俺ではない炎上 浅倉秋成 双葉社 

913.6/ア 名探偵は誰だ 芦辺拓 光文社 

913.6/ア ラブカは静かに弓を持つ 安壇美緒 集英社 

913.6/イ 六法推理 五十嵐律人 KADOKAWA 

913.6/イ マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂幸太郎 幻冬舎 

913.6/イ 幸村を討て 今村翔吾 中央公論新社 

913.6/ウ 引力の欠落 上田岳弘 KADOKAWA 

913.6/ 

カ/6 

創約 とある魔術の禁書目録 ６ 

／電撃文庫 
鎌池和馬 KADOKAWA 

913.6/シ 情熱の砂を踏む女 下村敦史 徳間書店 

913.6/シ 競争の番人 新川帆立 講談社 

913.6/ハ 古本食堂 原田ひ香 角川春樹事務所 

913.6/フ 雷轟と猫 藤原七瀬 KADOKAWA 

913.6/ミ 夢をかなえるゾウ ０ 水野敬也 文響社 

913.6/ム 百年厨房 村崎なぎこ 小学館 

913.6/モ 優しい死神は、君のための噓をつく 望月くらげ KADOKAWA 

913.6/ヨ 階段ランナー 吉野万理子 徳間書店 

933.7/ス あの図書館の彼女たち 

ジャネット・ 

スケスリン・ 

チャールズ著 

東京創元社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月の特集展示 

お家時間も充実！ 

ハンドメイド本 特集！ 

雨の多くなるこの時期。お家時間が充

実するためのヒントに、ぜひ一度読ん

でみてください。 

 

 

蔵書検索サイト「カーリル」の案内 
 

 図書館では「カーリル」という蔵書検索サイトを利用しています。 

次の２つの特徴があり、とても便利なのでぜひ使ってみてください。 
 

① 校内 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。 
 

 図書館の外から、皆さんのパソコンやスマホでも蔵書検索ができるように

なっていますので、いつでもどこでも検索することができます。 
 

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。 
 

学校用の Google 個人アカウントを使うことで本の予約ができます。 

また、何冊かまとめて予約することもできます。 
 

 検索サイトへは下のＵＲＬなどからアクセスしてください。 

たくさんの人が利用してくれればと思います。 
 

「カーリル 川越高校図書館の本を探す」 ＱＲコード→ 

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

 

 

       ← ちなみに「本のリクエスト」用のＱＲコードも作って 

みました。リクエストにも個人アカウントが必要になり 

ます。こちらも合わせて使ってみてください。 

 

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

