
川崎に伝わる昔話を、川崎在住の著名な昔話研究家

が、口頭で語りやすい文に再話しました。 

この小澤俊夫先生、実は指揮者の小澤征爾さんの兄

で、ミュージシャン・小沢健二の父でもあります。しかも

本を発行しているのは、幸区の町中にある書店。まさに

川崎づくしの本です。 

化けタヌキもカッパも見かけなくなった川崎ですが、こん

な昔話が語り継がれてきたんだなあとほんわかします。 

川崎総合科学高校図書館 

2022年7-8月の新刊 

情報科学・歴史・社会 

ラベルの番号 書名 著者名 出版者 

007.6 ｴ Excel最強の教科書  完全版 藤井直弥, 大山啓介 著 SBクリエイティブ 

209 ｲ 4 岩波講座世界歴史 4 南アジアと東南アジア ～15世紀 弘末 雅士  責任編集 岩波書店 

209 ｲ 7 岩波講座世界歴史 7 東アジアの展開 8～14世紀 荒川正晴 責任編集 岩波書店 

209 ｲ 8 岩波講座世界歴史 8 東アジアの展開 8～14世紀 大黒 俊二 責任編集 岩波書店 

209 ｲ 17 岩波講座世界歴史 17 近代アジアの動態 19世紀 吉澤 誠一郎／責任編集 岩波書店 

376 ﾀﾞ 人間科学部 中高生のための学部選びガイド 大岳美帆 著 ぺりかん社 

K388 ｶ  

※郷土資料 
かわさきのむかし話を語ろう 小澤 俊夫 編・再話 北野書店 

自然科学 

ラベルの番号 書名 著者名 出版者 

420 ﾌﾞ 1 
大学入試問題集 ゴールデンルート 

物理〈物理基礎・物理〉 基礎編 
佐々木 哲 著 KADOKAWA 

420 ﾌﾞ 2 
大学入試問題集 ゴールデンルート 

物理〈物理基礎・物理〉 標準編 
佐々木哲 著 KADOKAWA 

上記２冊、リクエストで購入しました。 

「こういう本が読みたい」「こんな本を探してる」等

あったら、遠慮なく司書に聞いてくださいね！ 



工業・建築・産業 

ラベルの番号 書名 著者名 出版者 

507 ｶ 化学技術者・研究者になるには 堀川 晃菜 著 ぺりかん社 

511.4 ﾄﾞ 土木技術者のための建設材料の基本と仕組み 五十畑弘 著 秀和システム 

538.8 ｼﾞ ジェット旅客機操縦完全マニュアル 中村 寛治 著 SBクリエイティブ 

588 ｼ 食品ロスはなぜ減らないの？ 小林 富雄 著 岩波書店 

588 ﾖ よくわかる最新代替肉の基本と仕組み 齋藤 勝裕 著 秀和システム 

611 ﾉ 農業者になるには 大浦 佳代 著 ぺりかん社 

687 ｷ Q&Aドローンの法律知識 伊澤 文平 著 新日本法規出版 

SDGsに関する課題が増えているようです。 

図書館の左奥、窓際に環境問題の本を集めた

コーナーがあるので利用してみてください。 

ところで司書は最近、昆虫食にチャレンジしよう

と「コオロギチョコ」を買ってみたのですが、家族

に食べられてしまい、味見できないままです。 

どんな味なのか…コオロギ…。 

芸術・語学 

ラベルの番号 書名 著者名 出版者 

740 ｼ 写真甲子園シャッターガールmoment 桐木憲一 原作 小学館 

763 ﾏ MASTER OF Logic Pro 10 大津 真 著 ビー・エヌ・エヌ新社 

763 ﾛ Logic Proで曲づくり!つくりながら覚えるDTMのレッスン 谷口 尚久 著 ビー・エヌ・エヌ 

813 ﾆ にゃんこ四字熟語辞典 西川 清史 著 飛鳥新社 

小説・漫画 

ラベルの番号 書名 著者名 出版者 

913.6 ｼﾝ 競争の番人 新川 帆立 著 講談社 

913.6 ｽﾐ 腹を割ったら血が出るだけさ 住野 よる 著 双葉社 

913.6 ｿﾉ その本は 又吉直樹, ヨシタケシンスケ 著 ポプラ社 

913.6 ﾂｼﾞ 2 ツナグ 想い人の心得 辻村 深月 著 新潮社 

913.6 ﾔﾏ 一心同体だった 山内 マリコ 著 光文社 

726 ｼ 16 Sho-Comi  2022年8月5日号   小学館 

726 ｾ 20 聖☆おにいさん 20 中村  光  1984- 講談社 

726 ﾀﾞ 12 ダンジョン飯12 九井  諒子 KADOKAWA 

726 ﾁ 49 ちはやふる 49 末次  由紀 講談社 

726 ﾃ 8 天地創造デザイン部 8 蛇蔵, 鈴木ツタ 原作 講談社 

726 ﾖ 25 幼女戦記 25 東條 チカ 漫画 KADOKAWA 

卒業生作の

読切が掲載 

女性同士の友情を

描いた佳作！ 


