
新着図書案内 2022 年６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） 

022 本とはたらく 矢萩多聞 河出書房新社 

 

１．哲学、心理学、宗教 

162 宗教対立がわかると「世界史」がかわる 島田裕巳 晶文社 

 

２．歴史、伝記、地理、ガイドブック 

210.1 
再現イラストで歴史の現場がわかる 

日本史の現場 

朝日新聞出版 

編 
朝日新聞出版 

210.5 インテリジェンス都市・江戸／朝日新書 藤田覚 朝日新聞出版 

236 図説スペインの歴史／ふくろうの本 立石博高ほか 河出書房新社 

 

３．政治、経済、社会、教育、マナー 

304 
知らないと恥をかく世界の大問題１３ 

／角川新書 
池上彰 KADOKAWA 

320 生きるために必要な「法律」のはなし 
木村真実ほか

監修 
ナツメ社 

331 図解 教養として知っておきたい経済理論 大村大次郎 彩図社 

361.4 
フェイク ウソ、ニセに惑わされる人たちへ

／小学館新書 
中野信子 小学館 

365 
１８歳成人になる前に学ぶ契約とお金の

基本ルール 

消費者教育支援

センター 監修 
旬報社 

367.1 
フェミニズムってなんですか？ 

／文春新書 
清水晶子 文藝春秋 

379.7 図解でわかる 試験勉強のすごいコツ 平木太生 日本実業出版社 

383.9 江戸の道具図鑑 飯田泰子 芙蓉書房出版 

383.9 江戸で部屋さがし 菊池ひと美 講談社 

毎日暑い日が続きますね・・・。涼しい場所で読書はどうでしょうか。 

６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 
「ネコひねり問題」を超一流の科学者

たちが全力で考えてみた 

グレゴリー・Ｊ・

グバー 著 
ダイヤモンド社 

410 数学を数楽にする 高校入試問題 81 川端哲平 マイナビ出版 

451/ 

絵本 
天空を旅する切り絵・しかけ図鑑 

エレ－ヌ・ドゥル

ベール 絵 
化学同人 

481.1 生きもの毛事典 保谷彰彦 文 文一総合出版 

481.7 ウソをつく生きものたち 
森由民 著 

村田浩一 監修 
緑書房 

488.4 
となりのハト  

身近な生きものの知られざる世界 
柴田佳秀 山と渓谷社 

489.5 寝ても覚めてもアザラシ救助隊 岡崎雅子 実業之日本社 

498 
地図とデータで見る 

健康の世界ハンドブック 

ジェラール・ 

サレムほか著 
原書房 

 

５．技術、工学、生活、料理 ＆ ６．農業、林業、水産業、ビジネス 

560 元素のふるさと図鑑 西山孝 化学同人 

519 SDGsの大嘘／宝島社新書 池田清彦 宝島社 

519 
私たちのサステイナビリティ 

／岩波ジュニア新書 
工藤尚悟 岩波書店 

596.3 
JA全農広報部さんにきいた 

世界一おいしい野菜の食べ方 

JA 全農広報部

監修 
KADOKAWA 

597.5 家じゅうの「めんどくさい」をなくす。 sea ダイヤモンド社 

611.3 
食品ロスはなぜ減らないの？ 

／岩波ジュニアスタートブックス 
小林富雄 岩波書店 

673.7 世界の市場／絵本 
マリヤ・バー 

ハレワ 文 
河出書房新社 



７．美術、音楽、映画、スポーツ、マンガ、絵本 

725 
手帳やノートにちょこっと上手に描く 

お手軽スケッチ教室 

corekiyyo 

スギタメグ 
インプレス 

726.1 へいわとせんそう／絵本 
谷川俊太郎 文

／Noritake 絵 
ブロンズ新社 

 

８．言語（敬語、文章の書き方、外国の言葉など） 

801.1 音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む 川原繁人 朝日出版社 

816.5 
基礎からわかる 論文の書き方 

／講談社現代新書 
小熊英二 講談社 

830 
ひらめき！英語迷言教室 

／岩波ジュニア新書 
右田邦雄 岩波書店 

 

９．文学（小説、ルポ、エッセイ、文学研究など） 

904 やりなおし世界文学 津村記久子 新潮社 

910.23 平安貴族サバイバル 木村朗子 笠間書院 

913.6/ウ くるまの娘 宇佐見りん 河出書房新社 

913.6/オ 夏鳥たちのとまり木 奥田亜希子 双葉社 

913.6/カ 
ソードアート・オンラインプログレッシブ 

６～８ ／電撃文庫 
川原礫 KADOKAWA 

913.6/コ 神薙虚無 最後の事件 紺野天龍 講談社 

913.6/シ ヘパイストスの侍女 白木健嗣 光文社 

913.6/タ ＡＩ法廷のハッカー弁護士 竹田人造 早川書房 

913.6/チ 黒猫の小夜曲／光文社文庫 知念実希人 光文社 

913.6/チ 死神と天使の円舞曲 知念実希人 光文社 

913.6/テ カレーの時間 寺地はるな 実業之日本社 

913.6/ナ 棘の家 中山七里 KADOKAWA 

913.6/ナ 
イーヴィル・デッド 

駄菓子屋ファウストの悪魔 
七尾与史 実業之日本社 

913.6/ニ 掟上今日子の忍法帖 西尾維新 講談社 

913.6/ノ パパイヤ・ママイヤ 乗代雄介 小学館 

913.6/ブ 両手にトカレフ 
ブレイディ 

みかこ 
ポプラ社 

913.6/マ それは「いらない」で始まった 真中あすか 文芸社 

913.6/ミ 子宝船 きたきた捕物帖（二） 宮部みゆき ＰＨＰ研究所 

913.6/ム 風琴密室 村崎友 KADOKAWA 

913.6/ム 信仰 村田沙耶香 文藝春秋 

913.6/ヨ 忍者に結婚は難しい 横関大 講談社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読書感想文コンクールの案内 
 

 「第 68回青少年読書感想文コンクール」の詳細が決まりましたので

改めてお知らせします。 
 

 校内応募締め切り：９月５日（月） 

 書いたものは、図書館の松田まで提出してください。 
 

 課題図書（全部図書館にあります） 

     『その扉をたたく音』／瀬尾まいこ 著 

      29歳、無職。夢はミュージシャン。人生に行き詰まっていた青年と 

老人ホームで出会った「神様」との奇跡の夏が始まるー。 

 

     『建築家になりたい君へ』／ 隈研吾 著 

      「ぼろい家」に育ち、建築家を夢見てアフリカやアメリカへ。 

      難題だらけの仕事にどう挑むのか。日本を代表する建築家が 

今伝えたいメッセージ。 

 

     『クジラの骨と僕らの未来』／ 中村玄 著 

      骨格に興味を持ち、ペットの墓あばきから始まった少年の好奇心。 

      ついに哺乳類最大のクジラの博士になるまでを生き生きと描く。 

 
 

みなさんの参加、待ってます！ 


