
池上 彰 002 ｲｹ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

齋藤 孝 002 ｻｲ  NHK出版

松村 圭一郎 002 ﾏﾂ  NHK出版

金丸 隆志 007.1 ｶﾅ  講談社

小川 進 007.6 ｵｶﾞ  東洋経済新報社

新藤 透 010.2 ｼﾝ  勉誠出版

粂原 圭太郎 019.1 ｸﾒ  角川書店

吉田 裕子 019.1 ﾖｼ  集英社

M.M.ｻﾙﾄ  019.2 ｻﾙ  柏書房

柳田 邦男 019.5 ﾔﾅ  岩波書店

望月 衣塑子 070.1 ﾓﾁ  角川書店

090.4 S 2020 羽衣出版

島根県立大学西周研究会 121.6 ｼﾏ 同窓生 ぺりかん社

ｳﾞｨﾄｹﾞﾝｼｭﾀｲﾝ  134.9 ｳﾞｨ 光文社

J‐P･ｻﾙﾄﾙ  135.5 ｻﾙ  人文書院

田中 正人  140 ﾀﾅ  誠文堂新光社

池川 明 147 ｲｹ  ｿﾚｲﾕ出版

ｼﾞｪﾚﾐｰ･ﾊﾝﾀｰ  159 ﾊﾝ  ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ社

ｼﾞｮｰｾﾞﾌ･ｷｬﾝﾍﾞﾙ  164 ｷｬ 1 ・2 早川書房

枡野 俊明 188.8 ﾏｽ  三笠書房

浮世 博史 210.1 ｳｷ 1 幻戯書房

浮世 博史 210.1 ｳｷ 2 幻戯書房

石川 英輔 210.5 ｲｼ  講談社

馬部 隆弘 216 ﾊﾞﾍﾞ  中央公論新社

E.W.ｻｲｰﾄﾞ  220 ｻｲ 1 ・2 平凡社

日本国際放送 291 ﾆﾎ  NHK出版

山本 敏晴 302.7 ﾔﾏ  小学館

丹羽 宇一郎  保阪 正康 304 ﾆﾜ  朝日新聞出版

ﾊﾝﾅ･ｱﾚﾝﾄ  311.1 ｱﾚ  筑摩書房

谷口 将紀  311.1 ﾀﾆ  中央公論新社

あぶみ あさき 312.3 ｱﾌﾞ  かもがわ出版

ｼﾞｮﾝ･ﾛｰﾙｽﾞ 321.1 ﾛｰ  紀伊國屋書店

なんのために学ぶのか

人生が面白くなる学びのわざ

はみだしの人類学 ともに生きる方法

高校数学からはじめるﾃﾞｨｰﾌﾟﾗｰﾆﾝｸﾞ

QRｺｰﾄﾞの奇跡 ﾓﾉづくり集団の発想転換が革新を生んだ

図書館の日本史

偏差値95､京大首席合格者が教える｢京大読書術｣ 

明日の自分が確実に変わる10分読書

０００　総　記

読書へのｱﾆﾏｼｵﾝ 75の作戦

ﾄﾞﾗｯｶｰ･ｽｸｰﾙのｾﾙﾌﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ教室 Transform Your Results

千の顔をもつ英雄 上 ・下　新訳版

もう一つ上の日本史 『日本国紀』読書ﾉｰﾄ 古代~近世篇

もう一つ上の日本史 『日本国紀』読書ﾉｰﾄ 近代~現代篇

★大江戸ﾘｻｲｸﾙ事情

椿井文書 日本最大級の偽文書

ｵﾘｴﾝﾀﾘｽﾞﾑ 上・下

人生の1冊の絵本

新聞記者

絶滅の危機にあるしずおか野生生物図鑑 静岡県ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ

心配事の9割は起こらない 減らす､手放す､忘れる-禅の教え

１００　哲学・心理学

２００　歴史・地理

地球温暖化､しずみゆく楽園ﾂﾊﾞﾙ

負けてたまるか!日本人 私たちは歴史から何を学ぶか

人間の条件

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾃﾞﾓｸﾗｼｰがやってくる! 

北欧の幸せな社会のつくり方 10代からの政治と選挙

正義論

新着本の紹介　6月～7月　★読書会推薦本

国立公園を旅する BRAND BOOK

西周と日本の近代

論理哲学論考

実存主義とは何か 増補新装

図解心理学用語大全 人物と用語でたどる心の学問

★前世を記憶する日本の子どもたち

３００　社会科学

２０２０年７月号 No.１６０

令和２年７月１５日

発行／沼津東高等学校図書館

のつぶやき

夏休み中の図書館開館時間を

お知らせします。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＊

推薦本は館内で閲覧してください

貸出はできません

ｽﾀｰｳｫｰｽﾞ完結！

2019年12月、ｽﾀｰｳｫｰｽﾞがついに完結しました。第1

作目（ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ４）は私がまだ小学生の頃のことですが、

幾度も中断し、正直、完結することは諦めていました。

さて、ｽﾀｰｳｫｰｽﾞの監督ｼﾞｮｰｼﾞ･ﾙｰｶｽは『千の顔を持つ

英雄』（ｼﾞｮｰｾﾞﾌ･ｷｬﾝﾍﾞﾙ著）という本から影響を受け、

その壮大な構想を得たといわれています。この本は世

界の神話を集め、そこに共通する型があることを明ら

かにした本です。ﾙｰｶｽはこの本から神話に共通する型

を学び、それを使ってｽﾀｰｳｫｰｽﾞのｴﾋﾟｿｰﾄﾞを作りました。

神話には共通する型があります。それは「英雄が故

郷を追われ旅に出て（別離）、そこで仲間と出会い、

試練を乗り越えて不思議な力を手に入れ（ｲﾆｼｴｰｼｮﾝ）、

故郷に帰る（帰還）」というものです。試練の中では

時には父を殺したりします。

このﾊﾟﾀｰﾝは「貴種流離譚」とも言われ、西洋におい

ては、例えばｵﾃﾞｨｯﾌﾟｽ王の物語に、また日本において

もｽｻﾉｵやﾔﾏﾄﾀｹﾙの物語に見られます。探せばほかにも

たくさんあります。

指輪物語

現代の作品において、貴種流離譚はほかに何がある

でしょうか。典型的なのはﾄｰﾙｷﾝの『指輪物語（ﾛｰﾄﾞ･ｵ

ﾌﾞ･ｻﾞ･ﾘﾝｸﾞ）』です。旅の仲間の一人、人族の剣士ｱﾗ

ｺﾞﾙﾝは旅の中で試練を乗り越え、世界を救い、やがて

王として故国に帰還します。これこそ貴種流離譚その

ものです。

この『指輪物語』は、ﾌｧﾝﾀｼﾞｰの原型ともなりました。

剣士、魔法使い、ｴﾙﾌ､ﾄﾞﾜｰﾌ……。ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞｹﾞｰﾑでは

おなじみの登場人物は、ここにﾙｰﾂがあります。現在ｱﾆ

ﾒやﾗﾉﾍﾞなどによくある「異世界転生物語」などは、こ

の設定なくしては始まりません。

私たちにとっての神話

世界の神話が同じような型を持つとするならば、そ

の理由は何でしょう。有史以前に文明間の交流があっ

たのか、もしくは、人の心に共通する感性がそれを生

み出すのか。この謎を解き明かすことは、それこそが

まさに文化人類学という壮大なﾌｧﾝﾀｼﾞｰです。

私たちの心の中にも太古から続く神話の原型が今も

息づいています。私たちが目にする小説、映画、ｹﾞｰﾑ､

ｱﾆﾒ。改めて見直すならばいたるところに神話の原型を

認めることができます。私たちの心は神話を媒介にし

て太古と、そして世界とつながっているのです。 コラムで紹介

受賞作は７月１５日に発表されます。

受賞作品は順次配架予定です。

お楽しみに。

月 火 水 木 金 土 日

7/27 7/28 7/29 7/30 7/31 8/1 2

閉館 閉館

3 4 5 6 7 8 9

閉館 閉館

10 11 12 13 14 15 16

9:00
～ 閉館 閉館 閉館 閉館 閉館

16:00

17 18 19 20 21 22 23

9:00 9:00 9:00
閉館 閉館 ～ ～ ～ 閉館 閉館

16:00 16:00 16:00

24 25 26 27 28 29 30

閉館 閉館

終業式

通常開館

通常開館 通常開館

始業式

通常開館
通常開館 通常開館 通常開館 通常開館

通常開館 通常開館 通常開館

山の日

閉館

通常開館 通常開館 通常開館

通常開館



著者名 請求番号 出版社 著者名 請求番号 出版社

ｼﾝ･ﾍﾎﾞﾝ 329.2 ｼﾝ  影書房 大越 郷子 596.6 ｵｵ  誠文堂新光社

市村 英彦  331 ｲﾁ  日本評論社

大村 大次郎 331 ｵｵ  彩図社 藻谷 浩介 601.1 ﾓﾀ  ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｲﾑｽﾞ出版

高井 亨  333.8 ﾀｶ  ﾅｶﾆｼﾔ出版 望月 智之 675 ﾓﾁ  ｲﾝﾌﾟﾚｽ

日能研教務部 333.8 ﾆﾁ  みくに出版 674.5 ﾊﾟｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

齋藤 孝 335.1 ｻｲ  悟空出版

安西 洋之 335.2 ｱﾝ  晶文社 横山 豊蘭 728 ﾖｺ  実業之日本社

矢野恒太記念会 350.9 ﾔﾉ 2019 矢野恒太記念会 小松 ゆたか 780 ｺﾏ  ｲｰｽﾄ･ﾌﾟﾚｽ

矢野恒太記念会 351 ﾔﾉ 2020 矢野恒太記念会 岸川 一星 783.6 ｷｼ  ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ･ﾏｶﾞｼﾞﾝ社

井上 章一 361.4 ｲﾉ  朝日新聞出版 萩原 晴一郎 783.7 ﾊｷﾞ  竹書房

ﾊﾟﾄﾘｯｸ･ﾊｰﾗﾝ 361.4 ﾊｰ  角川書店 杉本 昌隆 796 ｽｷﾞ  PHP研究所

井手口 直子 366 ｲﾃﾞ 58 ぺりかん社

戸田 恭子 366 ﾄﾀﾞ 補24 ぺりかん社 ﾌｪﾙﾃﾞｨﾅﾝ･ﾄﾞ･ｿｼｭｰﾙ  801 ｿｼ  研究社

三田 達治 366 ﾐﾀ 108 ぺりかん社 門田 修平 807 ｶﾄﾞ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

全国中高教育模擬国連研究会 375.3 ｾﾞﾝ  山川出版社 田村 洋一 809.6 ﾀﾑ  Evolving

ﾚｳﾞｨ=ｽﾄﾛｰｽ 382.6 ﾚｳﾞ 1・2 中央公論新社 西部 直樹 809.6 ﾆｼ  あさ出版

松本 茂 809.6 ﾏﾂ  講談社

ｹﾈｽ･ﾌｧﾙｺﾅｰ 400 ｲﾜ 291 岩波書店 ｺｰﾘｰ･ｽﾀﾝﾊﾟｰ  833 ｽﾀ  左右社

高木 佐保 400 ｲﾜ 292 岩波書店

宮内 哲 400 ｲﾜ 293 岩波書店 山口 謠司 910.2 ﾔﾏ  朝日新聞出版

寺田 寅彦 404 ﾃﾗ  角川書店 有栖川 有栖 913.6 ｱﾘ  角川書店

間地 秀三 410 ﾏｼﾞ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 伊坂 幸太郎 913.6 ｲｻ  河出書房新社

松岡 学 412 ﾏﾂ  講談社 大城 立裕 913.6 ｵｵ  集英社

竹内 薫 423 ﾀｹ  講談社 垣谷 美雨 913.6 ｶｷ  角川書店

竹内 薫 427 ﾀｹ  講談社 小杉 健治 913.6 ｺｽ  光文社

成田 憲保 445 ﾅﾘ  講談社 下村 敦史 913.6 ｼﾓ  徳間書店

菅沼 悠介 450.1 ｽｶﾞ  講談社 瀬名 秀明 913.6 ｾﾅ  双葉社

藤岡 換太郎 452.8 ﾌｼﾞ  講談社 武田 綾乃 913.6 ﾀｹ 1 新潮社

ｱﾙﾌﾚｯﾄﾞ･ｳｪｹﾞﾅｰ  455.8 ｳﾞｪ  講談社 田中 兆子 913.6 ﾀﾅ  光文社

福岡 伸一 460.4 ﾌｸ  講談社 津村 記久子 913.6 ﾂﾑ  文藝春秋

千葉 聡 467.5 ﾁﾊﾞ  講談社 寺地 はるな 913.6 ﾃﾗ  集英社

ｱﾙﾊﾞｰﾄ･S･ﾗｲｵﾝｽﾞ 490 ﾗｲ 同窓生 大日本製薬株式会社 堂場 瞬一 913.6 ﾄﾞｳ  文藝春秋

平山 令明 491.5 ﾋﾗ  講談社 宮部 みゆき 913.6 ﾐﾔ  PHP研究所

井上 栄 493.8 ｲﾉ  中央公論新社 村田 沙耶香 913.6 ﾑﾗ  講談社

堤 寛 493.8 ﾂﾂ  飛鳥新社 薬丸 岳 913.6 ﾔｸ  講談社

山本 太郎 498.6 ﾔﾏ  岩波書店 内田 樹  成瀬 雅春 914.6 ｳﾁ  集英社

桐島 洋子 914.6 ｷﾘ  大和書房

ﾏﾚｰﾅ･ｴﾙﾝﾏﾝ 519 ｴﾙ  海と月社 田中 亜紀子 916 ﾀﾅ  中央公論新社

ｳﾞｧﾚﾝﾃｨﾅ･ｷｬﾒﾘﾆ  519 ｶﾒ  西村書店 劉 慈欣  923.7 ﾘｳ 2 ･3 早川書房

ｳﾞｧﾚﾝﾃｨﾅ･ｼﾞｬﾝﾈｯﾗ  519 ｼﾞｬ  岩崎書店 齋藤 茂 928 ｼﾝ 詩9 明治書院

有馬 純 519.1 ｱﾘ  ｴﾈﾙｷﾞｰﾌｫｰﾗﾑ ｿﾝ ｳｫﾝﾋﾟｮﾝ  929.1 ｿﾝ  祥伝社

枝広 淳子 519.4 ｴﾀﾞ  岩波書店 ｱﾁｪﾍﾞ  933.7 ｱﾁ  光文社

ﾐﾋﾙ･ﾛｽｶﾑ･ｱﾋﾞﾝｸﾞ 519.4 ﾛｽ  ﾎﾟﾌﾟﾗ社 ｶｽﾞｵ･ｲｼｸﾞﾛ  933.7 ｲｼ  早川書房

ｱｽﾞﾏ ｶﾅｺ 594 ｱｽﾞ  小学館 J･R･R･ﾄｰﾙｷﾝ  933.7 ﾄｰ 1 評論社

青木 ゆり子 596.2 ｱｵ  誠文堂新光社 ｸﾘｽﾃｨﾝ･ﾊﾞｰﾈｯﾄ 936 ﾊﾞｰ  角川書店

井上 かなえ 596.4 ｲﾉ  ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 ｼﾞｬﾝ‐ﾎﾟｰﾙ･ｻﾙﾄﾙ  953.7 ｻﾙ  人文書院

５００　技　術

３００　社会科学

声に出して読む渋沢栄一｢論語と算盤｣

感染症大全 病理医だけが知っているｳｲﾙｽ･細菌･寄生虫のはなし

濱地健三郎の幽(かくれ)たる事件簿

ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄ道場 思考と対話の稽古

★ｽﾎﾟｰﾂの現場ではたらく

６００　産　業

進化する里山資本主義

この青い空で君をつつもう

法の雨

書　　　名

卓球の戦い方 先の先を読み､超高速ﾗﾘｰを制す

｢書道｣の教科書 この一冊で､書道からｱｰﾄまで全部がわかる

★父からの手紙 長編小説

うちの父が運転をやめません

★焼け跡の高校教師

ｸﾘｽﾏｽを探偵と

７００　芸　術

　新着本の紹介　６月～７月　　★読書会推薦本

ﾄﾗﾝﾌﾟ･ﾘｽｸ 米国第一主義と地球温暖化

感染症と文明 共生への道

ｸﾞﾚﾀたったひとりのｽﾄﾗｲｷ

空の声

水を縫う

浮遊霊ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

あとを継ぐひと

君と漕ぐ 〔1〕 ながとろ高校ｶﾇｰ部

★いくつになっても､旅する人は美しい

★善く死ぬための身体論

告解

★ﾏｳｽ

★きたきた捕物帖

お父さんは認知症 父と娘の事件簿

大陸と海洋の起源

感染症 広がり方と防ぎ方 増補版

ｸﾞﾚﾀと立ち上がろう 気候変動の世界を救うための18章

ｸﾞﾚﾀのねがい 地球をまもり未来に生きる 

ｱｰﾓﾝﾄﾞ

新釈漢文大系 詩人編9 杜牧

三体 2〔上・下〕 黒暗森林 （上・下）

行政書士になるには

福祉業界で働く

薬剤師になるには

ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ流｢聞く｣技術

科学歳時記

９００　文　学

８００　言　語

文豪の悪態 皮肉･怒り･嘆きのｽｺﾞｲ語彙力

ｳｪﾌﾞｽﾀｰ辞書あるいは英語をめぐる冒険

頭を鍛えるﾃﾞｨﾍﾞｰﾄ入門 発想と表現の技法

はじめてのﾃﾞｨﾍﾞｰﾄ 聴く･話す･考える力を身につける 

音読で外国語が話せるようになる科学 

新訳ｿｼｭｰﾙ一般言語学講義

悔しがる力 弟子･藤井聡太の思考法

高校生の模擬国連 世界平和につながる教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

ｶﾗｰ図解分子ﾚﾍﾞﾙで見た薬の働き なぜ効くのか?

図説 医学の歴史

進化のからくり 現代のﾀﾞｰｳｨﾝたちの物語

★世界は分けてもわからない

脳波の発見 ﾊﾝｽ･ﾍﾞﾙｶﾞｰの夢

京都まみれ

日本国勢図会 日本がわかるﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ 2020/21

世界国勢図会 世界がわかるﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ 2019/20

｢ﾒｲﾄﾞ･ｲﾝ･ｲﾀﾘｰ｣はなぜ強いのか? 

SDGs 国連世界の未来を変えるための17の目標 

SDGsを考える 歴史･環境･経営の視点からみた持続可能な社会

教養として知っておきたい33の経済理論

友だちを助けるための国際人権法入門

経済学を味わう 東大1､2年生に大人気の授業

嘔吐 新訳

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ汚染とは何か

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ･ｽｰﾌﾟの地球 汚染される｢水の惑星｣

てんきち母ちゃんのらくべん! ﾚﾝﾁﾝだけ､あるものだけ､実働3分!

世界の郷土料理事典 

かんたん手づくりﾏｽｸ かわいいﾏｽｸがいっぱい!

日の名残り

★崩れゆく絆

★ぼくは数式で宇宙の美しさを伝えたい

指輪物語 1 新版 第一部 旅の仲間 上1

悲しき熱帯 1・2

数の世界 自然数から実数､複素数､そして四元数へ

快感数学ﾄﾞﾘﾙ 思わず大人も没頭する文章題と図形の問題

見えない絶景 深海底巨大地形

地磁気逆転と｢ﾁﾊﾞﾆｱﾝ｣ 地球の磁場は､なぜ逆転するのか

地球は特別な惑星か? 地球外生命に迫る系外惑星の科学

｢ﾌｧｲﾝﾏﾝ物理学｣を読む 力学と熱力学を中心として

ﾌﾗｸﾀﾙ

知りたい!ﾈｺごころ

｢ﾌｧｲﾝﾏﾝ物理学｣を読む 電磁気学を中心として

４００　自然科学

書　　　名

５００　技　術

ﾌﾟﾛに教わる1秒で心をつかむPOPのつくり方

2025年､人は｢買い物｣をしなくなる 

思わず見とれるｾﾞﾘｰｽｲｰﾂ ｾﾞﾗﾁﾝ･寒天･ｱｶﾞｰ

★放物線のｷｾｷ 寄せ集め野球部たった9人の快進撃

月 火 水 木 金 土 日

7/27 7/28 7/29 7/30 7/31 8/1 2

閉館 閉館

3 4 5 6 7 8 9

閉館 閉館

10 11 12 13 14 15 16

9:00
～ 閉館 閉館 閉館 閉館 閉館

16:00

17 18 19 20 21 22 23

9:00 9:00 9:00
閉館 閉館 ～ ～ ～ 閉館 閉館

16:00 16:00 16:00

24 25 26 27 28 29 30

閉館 閉館

終業式

通常開館

通常開館 通常開館

始業式

通常開館
通常開館 通常開館 通常開館 通常開館

通常開館 通常開館 通常開館

山の日

閉館

通常開館 通常開館 通常開館

通常開館


