
著者名 請求番号 出版社

山本 多津也 015.6 ﾔﾏ  幻冬舎

野矢 茂樹 019.9 ﾉﾔ  岩波書店

内田 洋子 024.3 ｳﾁ  方丈社

自由国民社 031  2020 自由国民社

蔡 志忠 124.1 ｻｲ  講談社

蔡 志忠 124.2 ｻｲ  講談社

蔡 志忠 124.5 ｻｲ  講談社

東大ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ研究会 141.5 ﾄｳ  東洋経済新報社

J.ﾅｳﾞｧﾛ 141.7 ﾅｳ  河出書房新社

ﾊﾛﾙﾄﾞ･ｼｬｰﾌﾟ 147 ｼｬ  日本教文社

山口 周 159.4 ﾔﾏ  ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

山内 昌之 210.6 ﾔﾏ  中央公論新社

豊田 隆雄 221 ﾄﾖ  彩図社

渡邉 義浩 222 ﾜﾀ  大和書房

伊藤 賀一 291 ｲﾄ  幻冬舎

佐藤 俊樹 301.6 ｻﾄ  岩波書店

304  2020 文芸春秋

落合 陽一 304 ｵﾁ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

ｹﾝﾄ･ｷﾞﾙﾊﾞｰﾄ 304 ｷﾞﾙ  PHP研究所

ﾕｳﾞｧﾙ･ﾉｱ･ﾊﾗﾘ 304 ﾊﾗ  河出書房新社

石原 孝 312.4 ｲｼ  集英社

佐々木 信夫 318 ｻｻ  新潮社

木暮 太一 330 ｺｸﾞ  ｻﾝﾏｰｸ出版

大竹 文雄 331 ｵｵ  岩波書店

ﾃﾞｰﾋﾞｯﾄﾞ･ｱﾄｷﾝｿﾝ 332.1 ｱﾄ  講談社

河合 雅司 334.3 ｶﾜ  講談社

吉角 裕一朗 335 ﾖｼ  ﾜﾆﾌﾞｯｸｽ

細谷 功 336.2 ﾎｿ  東洋経済新報社

可児 鈴一郎 336.3 ｶﾆ  講談社

日向野 幹也 361.4 ﾋｶﾞ  筑摩書房

井手 英策 369.1 ｲﾃﾞ  筑摩書房

伊藤 亜紗 369.2 ｲﾄ  春秋社

佐々木 京聖 376.8 ｻｻ  彩図社

E.M.ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ 377.5 ﾌｨ  名古屋大学出版会

小笠原 清基 379.9 ｵｶﾞ  方丈社

岩本 宣明 409.1 ｲﾜ  東洋経済新報社

加藤 文元 412 ｶﾄ  角川書店

東大ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ研究会 417.6 ﾄｳ  東洋経済新報社

丸山 一彦 420.7 ﾏﾙ  三才ﾌﾞｯｸｽ

小堀 鴎一郎 498 ｺﾎﾞ  みすず書房

高田 秀重 519 ﾀｶ  東京書籍

書　　　名

０００　総　記

１００　哲学・心理学

２００　歴史・地理

読書会入門 人が本で交わる場所

★誰も書かなかった日韓併合の真実

★入門こんなに面白かった三国志 正史と演義､史実の英雄たち

３００　社会科学

かしこい子どもに育つ礼儀と作法 よくわかる小笠原流礼法

2030年の世界地図帳 あたらしい経済とSDGs､未来への展望

★ｶｲｼﾞ｢命より重い!｣お金の話

行動経済学の使い方

国運の分岐点 中小企業改革で再び輝くか､中国の属国になるか

未来の地図帳 人口減少日本で各地に起きること

47都道府県の歴史と地理がわかる事典

社会科学と因果分析 ｳｪｰﾊﾞｰの方法論から知の現在へ

文芸春秋ｵﾋﾟﾆｵﾝ2020年の論点100

★やっと自虐史観のｱﾎらしさに気づいた日本人

21 Lessons 21世紀の人類のための21の思考

新着本の紹介　10～12月　★は選書会の本です。

５００　技　術

科学者が消える ﾉｰﾍﾞﾙ賞が取れなくなる日本

宇宙と宇宙をつなぐ数学 IUT理論の衝撃

現役東大生が書いた地頭を鍛えるﾌｪﾙﾐ推定ﾉｰﾄ 

世界でいちばん素敵な単位の教室

死を生きた人びと 訪問診療医と355人の患者

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの現実と未来へのｱｲﾃﾞｱ 

★｢まだない仕事｣で稼ぐ方法

入門『地頭力を鍛える』32のｷｰﾜｰﾄﾞで学ぶ思考法

北欧流小さくて最強の組織づくり 肩書を減らすと業績が急改善する

高校生からのﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ入門

ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ ｢身近｣を革命する人たち

記憶する体

超ｺｽﾊﾟ勉強法 地方県立高校から東大理科三類に合格した現役東大生

博士号のとり方 学生と指導教員のための実践ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ

そっとﾍﾟｰｼﾞをめくる 読むことと考えること

ﾓﾝﾃﾚｯｼﾞｫ小さな村の旅する本屋の物語

現代用語の基礎知識 2020

ﾏﾝｶﾞ孔子の思想

ﾏﾝｶﾞ老荘の思想

４００　自然科学

ﾏﾝｶﾞ孫子･韓非子の思想

~東大生が書いた~問題を解く力を鍛えるｹｰｽ問題ﾉｰﾄ

FBI捜査官が教える｢しぐさ｣の心理学

★ﾍﾟｯﾄたちは死後も生きている

ﾆｭｰﾀｲﾌﾟの時代 新時代を生き抜く24の思考･行動様式

日本近現代史講義 成功と失敗の歴史に学ぶ

★堕ちた英雄 ｢独裁者｣ﾑｶﾞﾍﾞの37年

この国のたたみ方

２０１９年１２月号 No.１５４

令和元年１２月２３日
発行／沼津東高等学校図書館

のつぶやき

本の貸し借り、閲覧室の利用ができます。

自習室の利用時間も同じです。

皆さんは「SDGs（Sustainable Development Goals）」という言葉を聞いたことがありますか。ﾆｭｰｽなどで耳にするようになりまし

たが、まだまだ知名度は低いようです。

SDGsについては、外務省のHPに以下のように説明されています。

「持続可能な開発目標（SDGs）とは，2001年に策定されたﾐﾚﾆｱﾑ開発目標（MDGs）の後継として，2015年9月の国連ｻﾐｯﾄで

採択された「持続可能な開発のための2030ｱｼﾞｪﾝﾀﾞ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標です。持続可能な世

界を実現するための17のｺﾞｰﾙ・169のﾀｰｹﾞｯﾄから構成され，地球上の誰一人として取り残さない（leave no one behind）ことを

誓っています。SDGsは発展途上国のみならず，先進国自身が取り組むﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ（普遍的）なものであり，日本としても積極的

に取り組んでいます」（外務省HPより）

17のｺﾞｰﾙとは以下の通りです。

１ 貧困をなくそう

２ 飢餓をｾﾞﾛに

3 すべての人に健康と福祉を

４ 質の高い教育をみんなに

５ ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ平等を実現しよう

６ 安全な水とﾄｲﾚを世界中に

７ ｴﾈﾙｷﾞｰをみんなに そしてｸﾘｰﾝに

８ 働きがいも経済成長も

９ 産業と技術革新の基盤を作ろう

10 人や国の不平等をなくそう

11 住み続けられるまちづくりを

12 作る責任 使う責任

13 気候変動に具体的な対策を

14 海の豊かさを守ろう

15 陸の豊かさも守ろう

16 平和と公正をすべての人に

17 ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟで目標を達成しよう

そしてこのｺﾞｰﾙを達成するための具体的手立てとして169のﾀｰｹﾞｯﾄがあります。この目標を2030年までに全世界をあげて

達成しようというのです。

先に行われたG20大阪ｻﾐｯﾄではSDGsについて議論され、首脳宣言にも盛り込まれました。来年の東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ、ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯ

ｸは初のSDGs五輪となりますし、大阪万博もSDGsがﾃｰﾏです。また、SDGsに取り組んでいるかどうかは、企業においては、

投資を受ける上での条件にさえなっていて、大切な経営上の戦略になっています。12月に行われたCOP25にもつながるもの

でしょう。

しかし、まだ認知度は高くありません。私たちはこの目標を「ひとごと」ではなく、「自分ｺﾞﾄ」としてとらえることが必要です。政

府がいくら働きかけても、私たち一人一人が立ち上がらなければこの目標は達成できません。「誰一人として取り残さない

（leave no one behind）」の言葉の通り、すべての人がｺﾞｰﾙに到達できることを目指すのです。よりよい社会とするための国際

的な取り組みについて、皆さんも考えてみませんか。

「ＳＤＧｓ」って何だ？

『ＳＤＧｓ入門』

村上 芽／著

『未来を変える目標ＳＤＧｓ

ｱｲﾃﾞｨｱﾌﾞｯｸ』

Ｔｈｉｎｋ ｔｈｅ Ｅａｒｔｈ／編

図書館にも関連本があります。

冬休みに読んでみませんか。

『2030年の世界

地図帳』

落合 陽一／著

月 火 水 木 金 土 日
12/23 24 25 26 27 28 29

9:00 9:00 9:00 9:00
～ ～ ～ ～ 閉館 閉館

16:00 16:00 16:00 16:00

12/30 31 1/1 2 3 4 5

閉館 閉館 閉館 閉館 閉館 閉館 閉館

1/6 7 8 9 10 11 12

通常開館 通常開館 通常開館 通常開館 閉館 閉館
始業式
通常開館

終業式
16:00閉館



著者名 請求番号 出版社 著者名 請求番号 出版社

吉野 彰 572.1 ﾖｼ  ｼｰｴﾑｼｰ出版 桑原 裕子 913.6 ｸﾜ  集英社

本とごちそう研究室 596 ﾎﾝ  ｸﾞﾗﾌｨｯｸ社 呉 勝浩 913.6 ｺﾞ  角川書店

佐藤 賢一 913.6 ｻﾄ 3 集英社

川内 有緒 702.2 ｶﾜ  集英社 志駕 晃 913.6 ｼｶﾞ  宝島社

津久井 智子 736 ﾂｸ  大和書房 志駕 晃 913.6 ｼｶﾞ  角川書店

霜田 明寛 770.4 ｼﾓ  新潮社 清水 裕貴 913.6 ｼﾐ  新潮社

明治ｽﾎﾟｰﾂ栄養 780.1 ﾒｲ  文化学園文化出版局 白田 913.6 ｼﾛ  ﾎﾟﾌﾟﾗ社

宗田 理 913.6 ｿｳ  角川書店

ｶｰﾏｲﾝ･ｶﾞﾛ 809.2 ｶﾞﾛ  日経BPﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ TYPE-MOON 913.6 ﾀｲ 1 ～3 角川書店

飯間 浩明 810.4 ｲｲ  朝日新聞出版 高森 美由紀 913.6 ﾀｶ  中央公論新社

佐藤 佳弘 816 ｻﾄ  武蔵野大学出版会 知念 実希人 913.6 ﾁﾈ 1 新潮社

田中 泰延 816 ﾀﾅ  ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 知念 実希人 913.6 ﾁﾈ 1 ・2 双葉社

吉岡 友治 816 ﾖｼ  草思社 知念 実希人 913.6 ﾁﾈ 2 新潮社

新渡戸 稲造 837.7 ﾆﾄ  IBCﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 知念 実希人 913.6 ﾁﾈ 3 新潮社

知念 実希人 913.6 ﾁﾈ 4 新潮社

宮原 昭夫 901.3 ﾐﾔ  河出書房新社 超平和ﾊﾞｽﾀｰｽﾞ 額賀 澪 913.6 ﾁｮ  角川書店

千田 琢哉 909.3 ｾﾝ  朝日新聞出版 辻村 深月 913.6 ﾂｼﾞ  新潮社

礒崎 純一 910.2 ｲｿ  白水社 筒井 康隆 913.6 ﾂﾂ  中央公論新社

川上 未映子 910.2 ｶﾜ  新潮社 中山 七里 913.6 ﾅｶ  小学館

松村 瞳 910.2 ﾏﾂ  笠間書院 夏目 漱石 913.6 ﾅﾂ  新潮社

上野 誠 911.1 ｳｴ  筑摩書房 夏川 草介 913.6 ﾅﾂ  角川書店

上野 誠 911.1 ｳｴ  新潮社 鳴神 響一 913.6 ﾅﾙ  幻冬舎

岡本 梨奈 911.1 ｵｶ  新星出版社 額賀 澪 913.6 ﾇｶ  光文社

青崎 有吾 913.6 ｱｵ 2 徳間書店 額賀 澪 913.6 ﾇｶ  小学館

朝井 ﾘｮｳ 913.6 ｱｻ  幻冬舎 服部 まゆみ 913.6 ﾊｯ  河出書房新社

朝井 まかて 913.6 ｱｻ  朝日新聞出版 林 真理子 913.6 ﾊﾔ  文芸春秋

安部 竜太郎 913.6 ｱﾍﾞ  集英社 原田 ﾏﾊ 913.6 ﾊﾗ 1 ・2 PHP研究所

阿部 智里 913.6 ｱﾍﾞ  文芸春秋 椹野 道流 913.6 ﾌｼ  講談社

伊岡 瞬 913.6 ｲｵ  角川書店 誉田 哲也 913.6 ﾎﾝ  双葉社

乾 くるみ 913.6 ｲﾇ  文芸春秋 又吉 直樹 913.6 ﾏﾀ  毎日新聞出版

入江 悠 913.6 ｲﾘ  講談社 宮部 みゆき 913.6 ﾐﾔ  講談社

入間 人間 913.6 ｲﾙ  角川書店 宮部 みゆき 913.6 ﾐﾔ 6 毎日新聞出版

大沢 在昌 913.6 ｵｵ 11 光文社 群 ようこ 913.6 ﾑﾚ  幻冬舎

小川 糸 913.6 ｵｶﾞ  ﾎﾟﾌﾟﾗ社 夢野 久作 913.6 ﾕﾒ  角川書店

小川 洋子 913.6 ｵｶﾞ  河出書房新社 夢野 久作 913.6 ﾕﾒ  角川書店

小野 不由美 913.6 ｵﾉ 1 ～4 新潮社 横関 大 913.6 ﾖｺ  講談社

恩田 陸 913.6 ｵﾝ  幻冬舎 吉田 修一 913.6 ﾖｼ  角川書店

恩田 陸 913.6 ｵﾝ  新潮社 平野 啓一郎 914.6 ﾋﾗ  講談社

垣谷 美雨 913.6 ｶｷ  新潮社 中央公論新社 915.6 ﾁｭ  中央公論新社

垣谷 美雨 913.6 ｶｷ  新潮社 小川 和人 916 ｵｶﾞ  草思社

片山 恭一 913.6 ｶﾀ  河出書房新社 坂井 三郎 916 ｻｶ  光人社

神永 学 913.6 ｶﾐ 6 角川書店 坂井 三郎 916 ｻｶ  潮書房光人社

川上 弘美 913.6 ｶﾜ  幻冬舎 ﾙｲｽ･ｷｬﾛﾙ 933.6 ｷｬ  亜紀書房

菊池 寛 913.6 ｷｸ  作品社 ｽﾃｨｰｳﾞﾞﾝ･ｷﾝｸﾞ 933.7 ｷﾝ 1 ・2 文芸春秋

木下 昌輝 913.6 ｷﾉ  徳間書店 ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾌﾞﾛｰﾃｨｶﾞﾝ 933.7 ﾌﾞﾛ  新潮社

窪 美澄 913.6 ｸﾎﾞ  集英社 ｴﾗｽﾑｽ 992.4 ｴﾗ  中央公論新社

宮辻薬東宮

人間

背中の蜘蛛

★無明の闇

ﾅﾎﾟﾚｵﾝ 3 転落篇

９００　文　学

８００　言　語

書　　　名

★あなたもｽﾏﾎに殺される

★ｽﾏﾎを落としただけなのに 囚われの殺人鬼

こころ 改版

人面瘡探偵

残像に口紅を

ﾂﾅｸﾞ 想い人の心得

★小説空の青さを知る人よ

　新着本の紹介　１0月～１２月　★は選書会の本です。　

ｽﾜﾝ

ひとよ

甦る殺人者

幻影の手術室

★ﾑｹﾞﾝのi 上・下

ｽﾌｨｱの死天使

山の上のﾗﾝﾁﾀｲﾑ

書　　　名

入門万葉集

★道誉と正成 婆娑羅太平記

ｸﾞｯﾄﾞﾊﾞｲ

★代償

★最後の楽園 服部まゆみ全短編集

ﾀｽｷﾒｼ-箱根-

競歩王

★令嬢弁護士桜子 ﾁｪﾘｰ･ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨｰ

風神雷神 Juppiter,Aeolus 上・下

★不機嫌な果実

★ﾉｯｷﾝｵﾝ･ﾛｯｸﾄﾞﾄﾞｱ 2

世界一楽しい!万葉集ｷｬﾗ図鑑

万葉集であるく奈良

★ｼｬｲﾆﾝｸﾞ 上・下

★世界が僕らを嫌っても

白銀(しろがね)の墟(おか)玄(くろ)の月 1～4

祝祭と予感

歩道橋ｼﾈﾏ

逃亡小説集

ﾙﾊﾟﾝの帰還

痴愚神礼讃 ﾗﾃﾝ語原典訳

怪盗探偵山猫 〔6〕 深紅の虎

某

★やめるときも､すこやかなるときも

★金剛の塔

明智光秀 小説集

★鏡の国のｱﾘｽ

★大空のｻﾑﾗｲ 完結篇 撃墜王との対話

芝生の復讐

★うちの子が結婚しないので

★ﾆｭｰﾀｳﾝは黄昏れて

★戦話･大空のｻﾑﾗｲ 可能性に挑戦し征服する極意 新装改訂版

41歳の東大生

富士日記を読む

｢ｶｯｺいい｣とは何か

ﾗｲｵﾝのおやつ

★暗約領域

もうひとつの命

AI崩壊

★ﾘﾋﾟｰﾄ WHEEL OF FORTUNE

★ﾛｰﾄﾞ･ｴﾙﾒﾛｲⅡ世の事件簿 1～3 

★府中三億円事件を計画･実行したのは私です｡

★ここは夜の水のほとり

★少女地獄 他3篇

★瓶詰の地獄 改版

また明日

★黒武御神火御殿 三島屋変調百物語六之続

★約束された移動

火焔の凶器

★勿忘草の咲く町で 安曇野診療記

★みみずくは黄昏に飛びたつ Murakami Haruki A Long,Long Interview

どうしても生きてる

★玉依姫

★古典の裏 ｢知ってるつもり｣の有名古典｢みんな知らない｣ｳﾗ話

★TED驚異のﾌﾟﾚｾﾞﾝ 人を惹きつけ､心を動かす9つの法則

強い体をつくる部活ごはん 練習が身につく!試合で実力が発揮できる!

わかる!伝わる!文章力 実践力養成 小論文･ﾚﾎﾟｰﾄ虎の巻

ｼﾞｬﾆｰｽﾞは努力が9割

知っておくと役立つ街の変な日本語

★竜彦親王航海記 渋沢竜彦伝

★書く人はここで躓く! 作家が明かす小説の｢作り方｣ 増補新版

武士道 英文版

ｼｶｺﾞ･ｽﾀｲﾙに学ぶ論理的に考え､書く技術 

★読みたいことを､書けばいい｡ 人生が変わるｼﾝﾌﾟﾙな文章術

５００　技　術

７００　芸　術

９００　文　学

ぼくらの七日間戦争 改版

空をゆく巨人

ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池が未来を拓く 発明者･吉野彰が語る開発秘話

おいしいおはなし 子どもの物語とﾚｼﾋﾟの本

消しｺﾞﾑはんこ｡で年賀状 十二支と猫とえんぎもの 決定版

★人生は｢童話｣に学べ


