
著者名 請求番号 出版社

稲葉 俊郎 002 ｲﾅ  NHK出版

仲野 徹 002 ﾅｶ  NHK出版

安宅 和人 007.3 ｱﾀ  講談社

藍 圭介 007.6 ｱｲ  日経BPﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

ｺｰﾘｰ･ｱﾙｿﾌ 007.6 ｱﾙ  日経BPﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

辻 真吾 007.6 ﾂｼﾞ  技術評論社

PROJECT KySS 007.6 ﾌﾟﾛ  秀和ｼｽﾃﾑ

Benjamin 007.6 ﾍﾞﾝ  ｿｰﾃｯｸ社

吉田 右子 016.2 ﾖｼ  新評論

吉岡 裕子 017 ﾖｼ  少年写真新聞社

069.8 ｲｶﾛｽ出版

小須田 健 130 ｺｽ  ｴｸｽﾅﾚｯｼﾞ

出口 汪 141.3 ﾃﾞｸﾞ  水王舎

武田 友紀 146.8 ﾀｹ  飛鳥新社

東畑 開人 146.8 ﾄｳ  医学書院

斎藤 孝 159.7 ｻｲ  誠文堂新光社

飯田 育浩 209 ｲｲ  西東社

山崎 圭一 280.4 ﾔﾏ  宝島社

乃至 政彦 289.1 ﾅｲ  河出書房新社

大沼 保昭 319.1 ｵｵ  中央公論新社

中村 哲 333.8 ﾅｶ  石風社

NHK取材班 334.4 ﾆｯ  光文社

ｴﾘｯｸ･ｼｭﾐｯﾄ 336.3 ｼｭ  ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

岩間 靖典 366 ｲﾜ 153 ぺりかん社

ﾋﾞﾙ･ﾊﾞｰﾈｯﾄ 366.2 ﾊﾞｰ  早川書房

池上 正樹 367.7 ｲｹ  河出書房新社

西林 克彦 371.4 ﾆｼ  光文社

元木 裕 376.8 ﾓﾄ  ぺりかん社

ｸﾞﾚｱﾑ･ﾌﾟﾘｰｽﾄ 400 ｲﾜ 284 岩波書店

伝田 光洋 400 ｲﾜ 285 岩波書店

海部 健三 400 ｲﾜ 286 岩波書店

藤田 祐樹 400 ｲﾜ 287 岩波書店

中嶋 亮太 400 ｲﾜ 288 岩波書店

藤井 啓祐 400 ｲﾜ 289 岩波書店

笠井 献一 400 ｲﾜ 290 岩波書店

ﾍｲｾﾞﾙ･ﾐｭｱｰ 404 ﾐｭ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

池内 了 407 ｲｹ  みすず書房

尾嶋 好美 407 ｵｼﾞ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

後藤 道夫 407 ｺﾞﾄ  講談社

本丸 諒 410 ﾎﾝ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

ｿﾆｰ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ 410.7 ｿﾆ  学研ﾌﾟﾗｽ

芳沢 光雄 410.9 ﾖｼ  講談社

からだと病気のしくみ講義

ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ探偵団

AIﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏになれる本 Python/C#/JavaScriptで作る!

独学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰ Python言語の基本から仕事のやり方まで

Pythonｽﾀｰﾄﾌﾞｯｸ いちばんやさしいﾊﾟｲｿﾝの本 増補改訂版

現場ですぐに使える!Scratch逆引き大全300の極意 Scratch 2.0/3.0対応

Blender 3Dｷｬﾗｸﾀｰﾒｲｷﾝｸﾞ･ﾃｸﾆｯｸ

ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ公共図書館 躍進の秘密

新着本の紹介　１月～２月

書　　　名

０００　総　記

からだとこころの健康学

居るのはつらいよ ｹｱとｾﾗﾋﾟｰについての覚書

本当の｢頭のよさ｣ってなんだろう? 

２００　歴史・地理

経済･戦争･宗教から見る教養の世界史 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ版

天才たちの人生図鑑 教養としての世界史 100 world geniuses

信長を操り､見限った男 光秀 史上もっともﾐｽﾃﾘｱｽな武将の正体

発信する学校図書館ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 使われる図書館の実践事例集

行きたい!企業ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 一味違う“博物館めぐり"に出かけよう!

１００　哲学・心理学

哲学の解剖図鑑 ｢知｣の歴史がﾏﾙわかり

出口汪の｢最強!｣の記憶術 脳科学による世界一無理のない勉強法

｢繊細さん｣の本 ｢気がつきすぎて疲れる｣が驚くほどなくなる

ｽﾀﾝﾌｫｰﾄﾞ式人生ﾃﾞｻﾞｲﾝ講座

ﾙﾎﾟ｢8050問題｣ 高齢親子“ひきこもり死"の現場から

わかったつもり 読解力がつかない本当の原因

外国語学部 中高生のための学部選びｶﾞｲﾄﾞ

４００　自然科学

論理学超入門

３００　社会科学

｢歴史認識｣とは何か 対立の構図を超えて

医者､用水路を拓く ｱﾌｶﾞﾝの大地から世界の虚構に挑む

ﾃﾞｰﾀでよみとく外国人“依存"ﾆｯﾎﾟﾝ

1兆ﾄﾞﾙｺｰﾁ ｼﾘｺﾝﾊﾞﾚｰのﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ ﾋﾞﾙ･ｷｬﾝﾍﾞﾙの成功の教え

臨床工学技士になるには

1分間ｻｲｴﾝｽ 手軽に学べる科学の重要ﾃｰﾏ200

科学者は､なぜ軍事研究に手を染めてはいけないか

理系力が身につく週末実験 身近な不思議を読み解く科学

子どもにｳｹる科学手品 ﾍﾞｽﾄ版 どこでも簡単にできる77の感動体験

数と記号のふしぎ ｼﾝﾌﾟﾙな形に秘められた謎と経緯とは?

5分で論理的思考力ﾄﾞﾘﾙ

皮膚はすごい 生き物たちの驚くべき進化

結局､ｳﾅｷﾞは食べていいのか問題

南の島のよくｶﾆ食う旧石器人

海洋ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ汚染 ｢ﾌﾟﾗなし｣博士､ごみを語る

驚異の量子ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 宇宙最強ﾏｼﾝへの挑戦

おしゃべりな糖 第三の生命暗号､糖鎖のはなし

離散数学入門 整数の誕生から｢無限｣まで

「科学道100冊」（https://kagakudo100.jp/）
理化学研究所（理研）と編集工学研究所が選んだ科学に関

する100冊の本のﾘｽﾄです。「 旬のﾄﾋﾟｯｸなど3つの軸で選んだ

「ﾃｰﾏ本」50ﾀｲﾄﾙと、時代をこえる良書として選んだ「科学道ｸ

ﾗｼｯｸｽ」50ﾀｲﾄﾙの合計100ﾀｲﾄﾙで構成」。科学に興味のある

人の必読書ばかりです。本校図書館でも、極力集めて展示し

てあります。そのなかからいくつか紹介します。

『元素図鑑』
見ているだけで楽しい。きれいな図鑑です。

『星を継ぐもの』
SF小説です。科学者が異星人の遺跡の謎を解明します。

『ロウソクの科学』
説明不要。この本を知らない科学者はいないと思います。

『利己的な遺伝子』
私たち生命は遺伝子の乗り物に過ぎないのです。

『御冗談でしょうファインマンさん』
物理学者のｴｯｾｲ。金庫破りのｴﾋﾟｿｰﾄﾞが私は好きです。

『ﾎｰｷﾝｸﾞ、宇宙を語る』

車いすの天才物理学者、ﾎｰｷﾝｸﾞ博士が語る宇宙の姿。読

みやすくて引き込まれます。｢超ひも理論」って何？

『ｾﾝｽｵﾌﾞﾜﾝﾀﾞｰ』

『沈黙の春』の作者ﾚｲﾁｪﾙ･ｶｰｿﾝの作品。この世界は驚きに

満ちている。

これはあくまでも一例。このほかにもいろいろあります。図書

館になくても、ﾘｽﾄを見て読みたい本があったらﾘｸｴｽﾄしてくだ

さい。

ﾌﾟﾛﾑﾗﾐﾝｸﾞ、AI、機械学習
「情報」の授業でも扱った｢Scratch」や「Python」の解説や入

門書を用意しました。「自分でも何か作りたい」という人は試し

に触ってみてはいかが。

また「ＡＩに学習させる」って簡単に言うけど、どうやって学習

させるのかその仕組みが気になりませんか。機械学習やＡＩに

ついての本も入れてみました。

科学系の新書も充実
その他にも『ﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸｽ』『岩波科学ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ』『知りたいｻｲｴ

ﾝｽ』などはしっかりとそろえていますので、是非活用してもらい

たいと思います。

理系やｺﾝﾋﾟｭｰﾀ関係の本は、進歩が早くすぐに古くなってし

まいます。「今のﾄﾚﾝﾄﾞはこれ。」「新しいﾊﾞｰｼﾞｮﾝに対応して。」

というものがありましたら、積極的にﾘｸｴｽﾄしてください。

２０２０年２月号 No.１５６

令和２年２月２１日

発行／沼津東高等学校図書館

のつぶやき

第162回芥川賞

第162回直木賞

★ 2作とも図書館で貸出ができます ★

臨時休館のお知らせ

３月３日(火)午後

３月４日(水)～３月９日(月)

３月１３日(金)

高校入学者選抜試験のため、

図書館・自習室は休館になります。

図書館では、小説や新書ばかりでなく、理系の本も充実させるように心がけています。

理系にすすみたい人も興味のある分野を図書館の本でさらに探究してください。

草は刈らねばならない。そこに

埋もれているのは、納屋だけ

ではないから。

流れていった時間の痕跡に触

れる、ある一日の物語。

金田一京助がその半生を「あ

いぬ物語」としてまとめた山辺

安之助の生涯を軸に描かれた、

読者の心に「熱」を残さずには

おかない書き下ろし歴史大作。



著者名 請求番号 出版社 著者名 請求番号 出版社

高木 貞治 412 ﾀｶ  講談社 長嶋 有 911.3 ﾅｶﾞ  朝日新聞出版

斎藤 恭一 413.6 ｻｲ  講談社 相沢 沙呼 913.6 ｱｲ  講談社

小笠 英志 415.2 ｵｶﾞ  講談社 荒木 源 913.6 ｱﾗ  角川書店

吉田 伸夫 421 ﾖｼ  講談社 有川 ひろ 913.6 ｱﾘ  幻冬舎

竹内 薫 421.3 ﾀｹ  講談社 いぬじゅん 913.6 ｲﾇ  ｽﾀｰﾂ出版

山崎 晴雄 455.1 ﾔﾏ  ＮＨＫ出版 上橋 菜穂子 913.6 ｳｴ  偕成社

柴山 元彦 459 ｼﾊﾞ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 植松 三十里 913.6 ｳｴ  PHP研究所

宮下 洋一 490.1 ﾐﾔ  小学館 小川 哲 913.6 ｵｶﾞ  早川書房

山科 正平 491.2 ﾔﾏ  講談社 川越 宗一 913.6 ｶﾜ  文芸春秋

中野 信子 491.3 ﾅｶ  集英社 志駕 晃 913.6 ｼｶﾞ  宝島社

宮坂 昌之 491.8 ﾐﾔ  講談社 須賀 しのぶ 913.6 ｽｶﾞ  角川書店

長谷川 和夫 493.7 ﾊｾ  角川書店 中島 京子 913.6 ﾅｶ  集英社

能勢 博 498.3 ﾉｾ  講談社 長岡 弘樹 913.6 ﾅｶﾞ 3 小学館

梅津 和夫 498.9 ｳﾒ  講談社 凪良 ゆう 913.6 ﾅｷﾞ  東京創元社

原 民喜 913.6 ﾊﾗ  講談社

鎌谷 朝之 507 ｶﾏ  講談社 古市 憲寿 913.6 ﾌﾙ  新潮社

梅原 淳 516.7 ｳﾒ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 古川 真人 913.6 ﾌﾙ  集英社

ﾀﾞﾑ工学会近畿 517.7 ﾀﾞﾑ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 宮下 奈都 913.6 ﾐﾔ  文芸春秋

二村 悟 523.1 ﾆﾑ  ｴｸｽﾅﾚｯｼﾞ 森沢 明夫 913.6 ﾓﾘ  角川書店

稲泉 連 538.9 ｲﾅ  文芸春秋 綿矢 りさ 913.6 ﾜﾀ 1・2 集英社

油井 亀美也 538.9 ﾕｲ  実務教育出版 麻生 芳伸 913.7 ｱｿ １～4 筑摩書房

星野 奈々子 596 ﾎｼ  えい出版社 東田 直樹 914.6 ﾋｶﾞ  角川書店

坂田 阿希子 596.3 ｻｶ  ﾘｯﾄｰﾐｭｰｼﾞｯｸ 北原 尚彦 930.2 ｷﾀ  誠文堂新光社

ｱﾝｿﾆｰ･ﾎﾛｳﾞｨｯﾂ 933.7 ﾎﾛ  東京創元社

河井 孝仁 601.1 ｶﾜ  彩流社 ﾄﾞﾒﾆｺ･ｽﾀﾙﾉｰﾈ 973 ｽﾀ  新潮社

長島 秀樹 609 ﾅｶﾞ  成美堂出版

脇坂 真吏 611.4 ﾜｷ  学芸出版社

627.9 角川書店

ﾎﾟｰﾙ･ｼｬﾋﾟﾛ 648.2 ｼｬ  日経BPﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

長田 英知 673.9 ﾅｶﾞ  ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ

雨宮 寛二 675 ｱﾒ  角川書店

中野 信子 675 ﾅｶ  角川書店

前野 隆司 675 ﾏｴ  講談社

松本 健太郎 675 ﾏﾂ  光文社

甲斐 かおり 675.3 ｶｲ  ｲﾝﾌﾟﾚｽ

鼠入 昌史 686.2 ｿｲ  ｲｶﾛｽ出版

島川 崇 689.2 ｼﾏ  成山堂書店

中井 正一 702.1 ﾅｶ  中央公論新社

中野 京子 723 ﾅｶ  文芸春秋

ﾌﾗﾝｿﾜ･ﾃﾞｭﾎﾞﾜ 761.8 ﾃﾞｭ  講談社

児玉 光雄 780.7 ｺﾀﾞ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

樋口 裕一 810.4 ﾋｸﾞ  幻冬舎

今野 真二 813.1 ｺﾝ  岩波書店

時吉 秀弥 835 ﾄｷ  明日香出版社

数の概念 俳句は入門できる

道具としての微分方程式 偏微分編 式をつくり､解いて､｢使える｣ようになる medium 霊媒探偵城塚翡翠

高次元空間を見る方法 次元が増えるとどんな不思議が起こるのか 残業禁止

　新着本の紹介　１月～２月　　

書　　　名 書　　　名

４００　自然科学 ９００　文　学

身近な美鉱物のふしぎ 梅と水仙

安楽死を遂げた日本人 嘘と正典

ｶﾗｰ図解人体誕生 からだはこうして造られる 熱源

時間はどこから来て､なぜ流れるのか? ｲﾏｼﾞﾝ?

｢ﾌｧｲﾝﾏﾝ物理学｣を読む 量子力学と相対性理論を中心として 無人駅で君を待っている

富士山はどうしてそこにあるのか 地形から見る日本列島史 風と行く者 守り人外伝

ｳｫｰｷﾝｸﾞの科学 10歳若返る､本当に効果的な歩き方 風間教場

DNA鑑定 犯罪捜査から新種発見､日本人の起源まで 流浪の月

５００　技　術 原民喜戦後全小説

悪の脳科学 ｽﾏﾎを落としただけなのに 戦慄するﾒｶﾞﾛﾎﾟﾘｽ

免疫力を強くする 最新科学が語るﾜｸﾁﾝと免疫のしくみ 荒城に白百合ありて

ﾎﾞｸはやっと認知症のことがわかった ｷｯﾄﾞの運命

日本の建築家解剖図鑑 名建築に込められた建築家たちの意図を読み解く 水曜日の手紙

宇宙から帰ってきた日本人 日本人宇宙飛行士全12人の証言 生のみ生のままで 　上・下

星宙(ほしぞら)の飛行士 宇宙飛行士が語る宇宙の絶景と夢 落語百選 　春･夏･秋･冬

企業研究者のための人生設計ｶﾞｲﾄﾞ 百の夜は跳ねて

新幹線の科学 進化し続ける日本の｢大動脈｣を支える技術 改訂版 背高泡立草

ﾀﾞﾑの科学 知られざる超巨大建造物の秘密に迫る 改訂版 静かな雨

｢地域の人｣になるための8つのゆるい方法 まちのﾒﾃﾞｨｱを使う･学ぶ 靴ひも

単位のｷﾎﾝがわかる本

ﾏﾙｼｪのつくり方､使い方 運営者･出店者のための教科書

炊飯器ﾚｼﾋﾟ おかずもﾃﾞｻﾞｰﾄもおまかせ! MY LIFE RECIPE 自閉症の僕の七転び八起き

ﾋﾟﾗﾌとﾄﾞﾘｱ ｼｬｰﾛｯｸ･ﾎｰﾑｽﾞ語辞典 

６００　産　業 ﾒｲﾝﾃｰﾏは殺人

ｻﾌﾞｽｸﾘﾌﾟｼｮﾝ 製品から顧客中心のﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙへ

ﾌﾞﾗｯｸﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 賢い人でも､脳は簡単にだまされる

感動のﾒｶﾆｽﾞﾑ 心を動かすWork & Lifeのつくり方

いま､いちばん新しいﾘｰｽﾌﾞｯｸ 花合わせや作り方がわかる! Best Selection 180

ｸﾘｰﾝﾐｰﾄ 培養肉が世界を変える

いまこそ知りたいｼｪｱﾘﾝｸﾞｴｺﾉﾐｰ

観光と福祉

７００　芸　術

日本の美

なぜ｢つい買ってしまう｣のか? ｢人を動かす隠れた心理｣の見つけ方

ほどよい量をつくる

東海道線154駅 降りて､見て､歩いて､調べた

英文法の鬼100則 英文が表す｢気持ち｣を捉える

８００　言　語

｢頭がいい｣の正体は読解力

『広辞苑』をよむ

欲望の名画

作曲の科学 美しい音楽を生み出す｢理論｣と｢法則｣

上達の技術 無駄なく最短ﾙｰﾄで成長する極意 改訂版

発表は ４月７日です。図書館に配架されていますので、読んで受賞作を予想してみませんか。

今年度センター試験出題作品

『翳』を収録

第162回芥川賞受賞

第162回直木三十五賞


