
著者名 請求番号 出版社

久松 健三  ﾅｶﾞ 同窓生文庫 

落合 陽一 007.3 ｵﾁ  小学館

Zoomﾋﾞｼﾞﾈｽ研究会 007.3 ｽﾞ  宝島社

梅原 潤一 024 ｳﾒ  試論社

鷲田 清一 104 ﾜｼ  筑摩書房

ﾄﾞﾈﾗ･H.ﾒﾄﾞｳｽﾞ  141.5 ﾒﾄﾞ  英治出版

武田 友紀 146.8 ﾀｹ  ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

喜多川 泰 159 ｷﾀ  ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ

ひすい こたろう  大嶋 啓介 159 ﾋｽ  ﾌｫﾚｽﾄ出版

鷲田 清一 159 ﾜｼ  世界思想社

瀧本 哲史 159.7 ﾀｷ  講談社

古賀 弘幸 210 ｺｶﾞ  幻冬舎

竹田 恒泰 210.1 ﾀｹ  PHP研究所

阿部 直美 289.1 ｱﾍﾞ  岩波書店

石井 妙子 289.1 ｲｼ  文藝春秋

桐村 喬 290.1 ｷﾘ  古今書院

野間 晴雄 290.1 ﾉﾏ  海青社

ｴﾏﾆｭｴﾙ･ﾄｯﾄﾞ  304 ﾄｯ  朝日新聞出版

竹信 三恵子 318.3 ﾀｹ  岩波書店

中村 真人 319.8 ﾅｶ  岩波書店

遠藤 研一郎 320.4 ｴﾝ  大和書房

山崎 聡一郎  320.9 ﾔﾏ  弘文堂

岩瀬 達哉 327.1 ｲﾜ  講談社

丁 海玉 327.6 ﾁｮ  角川書店

鎌田 雄一郎 331.1 ｶﾏ  ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

田中 靖浩 332.3 ﾀﾅ  ﾏｶﾞｼﾞﾝﾊｳｽ

矢野恒太記念会 350.9 ﾔﾉ 2020 矢野恒太記念会

鴻上 尚史・  佐藤 直樹 361.4 ｺｳ  講談社

吉原 珠央 361.4 ﾖｼ  幻冬舎

吉見 俊哉 361.7 ﾖｼ  集英社

ｴﾏﾆｭｴﾙ･ﾄｯﾄﾞ  361.8 ﾄｯ  PHP研究所

奥野 武範 366.2 ｵｸ  青幻舎

武井 一巳 366.2 ﾀｹ  秀和ｼｽﾃﾑ

渡邉 正裕 366.2 ﾜﾀ  東洋経済新報社

太田 啓子 367.5 ｵｵ  大月書店

斎藤 環  畠中 雅子 367.6 ｻｲ  岩波書店

阿部 恭子 368.6 ｱﾍﾞ  岩波書店

斉藤 章佳 368.6 ｻｲ  ﾌﾞｯｸﾏﾝ社

谷山 宏典 369.3 ﾀﾆ  山と溪谷社

堀 正嗣 369.4 ﾎﾘ  岩波書店

猪瀬 浩平 369.7 ｲﾉ  岩波書店

内田 良  374.3 ｳﾁ  岩波書店

時枝 稜   375.3 ﾄｷ  古今書院

官製ﾜｰｷﾝｸﾞﾌﾟｱの女性たち あなたを支える人たちのﾘｱﾙ

明子のﾋﾟｱﾉ 被爆をこえて奏で継ぐ

自分のことは話すな 仕事と人間関係を劇的によくする技術

迷走する教員の働き方改革 変形労働時間制を考える

ｽﾏﾎとPCで見るはじめてのGIS ｢地理総合｣でGISをどう使うか

ひきこもりのﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝ ｢親亡き後｣をどうするか 新版

こども六法

裁判官も人である 良心と組織の狭間で

森の贈り物 青木平2018夏~2019春

働き方5.0 これからの世界をつくる仲間たちへ

Zoom120%活用術 ﾋﾞﾃﾞｵ会議ｱﾌﾟﾘの新定番!

書店ﾎﾟｯﾌﾟ術 ｸﾞｯﾄﾞｾﾗｰ死闘篇 

３００　社会科学

１００　哲学・心理学

二枚腰のすすめ 鷲田清一の人生案内

２００　歴史・地理

僕らが生きているよのなかのしくみは｢法｣でわかる 

〈ひと〉の現象学

前祝いの法則 日本古来最強の引き寄せ予祝のｽｽﾒ

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾘｽﾞﾑ以後 ｱﾒﾘｶ帝国の失墜と日本の運命

女帝小池百合子

ﾂｲｯﾀｰの空間分析

ｼﾞｵ･ﾊﾟﾙNEO 地理学･地域調査便利帖 第2版

新着本の紹介　7月～１０月　

手紙屋 蛍雪篇 私の受験勉強を変えた十通の手紙

世界はｼｽﾃﾑで動く いま起きていることの本質をつかむ考え方

｢繊細さん｣の幸せﾘｽﾄ 今日も明日も｢いいこと｣がみつかる

書　　　名

０００　総　記

東京裏返し 社会学的街歩きｶﾞｲﾄﾞ

2020年6月30日にまたここで会おう 瀧本哲史伝説の東大講義

知識ｾﾞﾛからの古文書を読む

天皇の国史

おべんとうの時間がきらいだった

法廷通訳人

16歳からのはじめてのｹﾞｰﾑ理論 

名画で学ぶ経済の世界史 国境を越えた勇気と再生の物語

世界国勢図会 世界がわかるﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ 2020/21

同調圧力 日本社会はなぜ息苦しいのか

加害者家族を支援する 支援の網の目からこぼれる人々

｢小児性愛｣という病 それは､愛ではない

ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ豪雨災害 西日本豪雨の被災地を訪ねて

子どもの心の声を聴く 子どもｱﾄﾞﾎﾞｶｼｰ入門

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱってなんだっけ?

大分断 教育がもたらす新たな階級化社会

33の悩みと答えの深い森｡ ほぼ日｢はたらきたい展｡2｣の本

21世紀の新しい職業図鑑 未来の職業ｶﾞｲﾄﾞ

10年後に食える仕事食えない仕事 AI､ﾛﾎﾞｯﾄ化で変わる職のｶﾀﾁ

これからの男の子たちへ ｢男らしさ｣から自由になるためのﾚｯｽﾝ

閲覧室も模様替え

秋の気配がだいぶ色濃くなりました。久しぶりに閲覧

室を訪れると、きっとびっくりすることでしょう。閲覧

室東側の窓からは、今まで季節の移ろいを感じさせてく

れた逍遥の杜のかわりに、明るい秋空と箱根から天城に

続く稜線が広がっています。また、閲覧室西側には、本

校OB中畝常雄氏（64回卒）の絵画『向こうから吹いてく

る風』が新たに加わりました。中畝氏の絵画はこれで２

つ目になります。

入試季節到来

今年も大学・学部紹介や小論文に役立つ本のｺｰﾅｰを作

りました。今年のおすすめは『『超』入門！論理ﾄﾚｰﾆﾝ

ｸﾞ』と『ｼｶｺﾞｽﾀｲﾙに学ぶ論理的に考え、書く技術』です。

論理的に考え、読み、書く。そのための方法（三角ﾛｼﾞｯｸ

など）が紹介されています。

論理的思考は、書かれていることを読み取る読解力に

も使えますが、なにより書いていないことを推論するの

に大変役に立ちます。1・2年生もﾃﾞｨﾍﾞｰﾄや模擬国連での

討論などにきっと役立つと思います。

読書は出会い

友達と知り合うきっかけは何でしょう。席が近かった

とか、同じ部活だとかいろいろありますが、「友達の友

達」というきっかけもあるのではないでしょうか。読書

も同じだと思います。自分の好きな作家が紹介していた、

好きな作品の中に出てきたなどで興味を持つことがあり

ます。そんな読書の出会いにぴったりなのが「短編集」

です。

そもそも短編集は一つ一つの話が短いので、朝読書や

通学、隙間時間にもぴったりです。ちょっと興味を持っ

た作家の短編集があれば、試しに読んでみるのもいいで

すね。また出会いという点からすればいろいろな作者の

作品を集めた小説やｴｯｾｲの短編集は、読むにも一つ一つ

が短く手軽であり、また今まで知らなかったけれど意外

とﾌｨｰﾘﾝｸﾞの合う作家に出会う可能性があります。

何の気なしに読んでみた作品が思いの外面白かった、

そんな経験をしたならば、その作家の他の作品へと広げ

てみましょう。一生の親友に出会うかもしれません。

図書館ではいくつかの短編集を取りそろえました。ぜひ

見に来てください。

この機会に、お気に

入りの一冊を見つけ

てみませんか？

２０２０年１０月号 No.１６２

令和２年１０月１９日

発行／沼津東高等学校図書館

のつぶやき

コラムで

紹介した本

本の貸出期間は２週間です。予約が入っている

場合もありますので、返却日を守ってください。

図書館を利用するすべての人が、気持ち良く利用

できるよう心がけましょう。

＊予約が入っていない本は、

カウンターで延長の手続きができます＊

図書返却のお願い



著者名 請求番号 出版社 著者名 請求番号 出版社

諏内 えみ 385.9 ｽﾅ  ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 小説ﾄﾘｯﾊﾟｰ集部 913.6 ｱｻ  朝日新聞出版

朝井 ﾘｮｳ  ほか 913.6 ｱｻ  双葉社

冨島 佑允 410.4 ﾄﾐ  朝日新聞出版 朝井 まかて 913.6 ｱｻ  集英社

橋本 雄一 448.9 ﾊｼ  古今書院 阿部 智里 913.6 ｱﾍﾞ 文藝春秋

ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ 　 450.9 ﾅｼ  日経BPﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 彩瀬 まる 913.6 ｱﾔ  祥伝社

五箇 公一 460.4 ｺﾞｶ  辰巳出版 池井戸 潤 913.6 ｲｹ 5 講談社

野本 康二 491.7 ﾉﾓ  日刊工業新聞社 井上 靖 913.6 ｲﾉ  新潮社

斎藤 環  493.7 ｻｲ  新潮社 上田 誠  森見 登美彦 913.6 ｳｴ  角川書店

ﾆｺ･ﾆｺﾙｿﾝ  493.7 ﾆｺ  筑摩書房 恩田 陸 913.6 ｵﾝ  集英社

ｻﾝﾄﾞﾗ･ﾍﾝﾍﾟﾙ  493.8 ﾍﾝ  日経BPﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 恩田 陸 913.6 ｵﾝ 1・２ 幻冬舎

早川 真 498 ﾊﾔ  平凡社 貴志 祐介 913.6 ｷｼ  角川春樹事務所

加藤 俊徳 498.3 ｶﾄ  自由国民社 北村 薫 913.6 ｷﾀ  新潮社

樺沢 紫苑 498.3 ｶﾊﾞ  ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 住野 よる 913.6 ｽﾐ  双葉社

岡田 晴恵 498.6 ｵｶ  岩波書店 高山 羽根子 913.6 ﾀｶ  新潮社

門田 隆将 498.6 ｶﾄﾞ  日本工業新聞社 津村 記久子 913.6 ﾂﾑ  新潮社

養老 孟司 ほか 498.6 ﾖｳ  朝日新聞出版 遠野 遥 913.6 ﾄｵ  河出書房新社

中山 七里 913.6 ﾅｶ  双葉社

Geo Tec研究会 　 511.2 ｼﾞ  古今書院 夏木 志朋 913.6 ﾅﾂ  ﾎﾟﾌﾟﾗ社

山本 良一 519 ﾔﾏ  岩波書店 青崎 有吾 ほか 913.6 ﾆﾎ 2019 徳間書店

ｼﾞｮﾝ･ﾐｯﾁｪﾙ  519.4 ﾐｯ  岩波書店 阿川 佐和子 ほか 913.6 ﾆﾎ 2020 徳間書店

鷲谷 いづみ 519.8 ﾜｼ  岩波書店 馳 星周 913.6 ﾊｾ  文藝春秋

小和田 哲男 監修 521.8 ｵﾜ  二見書房 冬森 灯 913.6 ﾌﾕ  ﾎﾟﾌﾟﾗ社

増田 健一 545.8 ﾏｽ  山川出版社 誉田 哲也 913.6 ﾎﾝ  幻冬舎

593.4   日本ｳﾞｫｰｸﾞ社 三上 延 913.6 ﾐｶ  角川書店

みない きぬこ 596.3 ﾐﾅ  ｴｲ出版社 三島 由紀夫 913.6 ﾐｼ  角川書店

水野 敬也 913.6 ﾐｽﾞ 4 文響社

井出 留美  611.3 ｲﾃﾞ  旬報社 南 杏子 913.6 ﾐﾅ  幻冬舎

横田 増生 673.3 ﾖｺ  小学館 宮本 輝 913.6 ﾐﾔ  集英社

櫛引 素夫 686.2 ｸｼ  古今書院 村上 春樹 913.6 ﾑﾗ  文藝春秋

外山 滋比古 914.6 ﾄﾔ  朝日新聞出版

ﾅｶﾑﾗ ｸﾆｵ 702 ﾅｶ  玄光社 日本文藝家協会 914.6 ﾆﾎ 2020 光村図書出版

ﾓﾗヴｨｱ美術館  706.9 ﾓﾗ  河出書房新社 左右社集部 916 ｻﾕ  左右社

中野 京子 723.3 ﾅｶ  新潮社 ﾃﾞｨｰﾘｱ･ｵｰｴﾝｽﾞ 　 933.7 ｵｰ  早川書房

森泉 文美  726.6 ﾓﾘ  玄光社 ｼﾞｮｾﾌｨﾝ･ﾃｲ  933.7 ﾃｲ  早川書房

初沢 亜利 写真 748 ﾊﾂ  柏書房 ﾙｼｱ･ﾍﾞﾙﾘﾝ  　 933.7 ﾍﾞ  講談社

若林 正恭 779.1 ﾜｶ  文藝春秋

日本ﾎﾞｰﾄ協会 785.5 ﾆﾎ  ﾒｲﾂ出版

清水 由美 810.4 ｼﾐ  ﾎﾟﾌﾟﾗ社

横山 雅彦 830.7 ﾖｺ  筑摩書房

横山 雅彦 835.1 ﾖｺ  筑摩書房

Chinua Achebe 837 AC  A PENGUIN BOOK

大西 泰斗  ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄ･ｴﾊﾞﾝｽ 837.8 ｵｵ  ﾅｶﾞｾ

谷川 俊太郎 911.5 ﾀﾆ  新潮社

赤川 次郎 ほか 913.6 ｱｶ  双葉社

ﾃﾞｨｱ･ﾍﾟｲｼｪﾝﾄ 絆のｶﾙﾃ

夢をかなえるｿﾞｳ 4 ｶﾞﾈｰｼｬと死神

書　　　名

ｽｷﾏﾜﾗｼ

短篇ﾍﾞｽﾄｺﾚｸｼｮﾝ 現代の小説 2019

ｻｷの忘れ物

四畳半ﾀｲﾑﾏｼﾝﾌﾞﾙｰｽ

６００　産　業

類

お嬢さん

増田さんちの昭和ﾚﾄﾛ家電 決定版 

５００　技　術

書　　　名

９００　文　学

永遠の化学物質(ﾌｫｰｴﾊﾞｰ･ｹﾐｶﾙ)水のPFAS汚染

ｺﾛﾅ後の世界を語る 現代の知性たちの視線

７００　芸　術

　新着本の紹介　７月～１０月　　

どうする!?新型ｺﾛﾅ

精神科医が教えるｽﾄﾚｽﾌﾘｰ超大全 

部屋も頭もｽｯｷﾘする!片づけ脳

ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ武漢 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ封鎖都市で何が起きていたか

ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾊﾟﾝﾃﾞﾐｯｸ･ﾏｯﾌﾟ 伝染病の起源･拡大･根絶の歴史

ﾏﾝｶﾞ認知症

心を病んだらいけないの? うつ病社会の処方箋

腸内ﾌﾛｰﾗの科学

消滅絶景 もう見られない世界の美しい自然

GISと地理空間情報 ArcGIS 10.7とArcGIS Pro2.3の活用 5訂版

しろばんば 改版

名城の石垣図鑑

まだ温かい鍋を抱いておやすみ

楽園の烏

25の短編小説

蜜蜂と遠雷 上･下

４００　自然科学 NHK国際放送が選んだ日本の名作

首里の馬

君の膵臓をたべたい

我々は､みな孤独である

半沢直樹 ｱﾙﾙｶﾝと道化師

雪月花 謎解き私小説

日常にひそむうつくしい数学

だれも知らないﾚｵ･ﾚｵｰﾆ

完全独学!無敵の英語勉強法

すばらしき日本語

美術館って､おもしろい! 

ﾁｬｰﾄで読み解く美術史入門

８００　言　語

東京､ｺﾛﾅ禍｡

画家とﾓﾃﾞﾙ 宿命の出会い

勝つ!ﾎﾞｰﾄ競技ｽｶﾙ･ｽｳｨｰﾌﾟ上達のｺﾂ50

｢育ちがいい人｣だけが知っていること 

もう､聞こえない

縁結びｶﾂｻﾝﾄﾞ

実践で学ぶ〈生物多様性〉

９００　文　学

短篇ﾍﾞｽﾄｺﾚｸｼｮﾝ 現代の小説 2020

ﾆｷ

ﾃﾛﾘｽﾄの家

破局

３００　社会科学

これからの時代を生き抜くための生物学入門

少年と犬

潜入ﾙﾎﾟamazon帝国

捨てられる食べものたち 食品ﾛｽ問題がわかる本

今日からはじめるｿｰｲﾝｸﾞ ﾐｼﾝ１年生

地質･地盤系実務者のための探査･調査法ｶﾞｲﾄﾞ 

気候危機

冷たい麺の本 そうめん､うどん､そば､中華麺…｡手軽なBEST58ﾚｼﾋﾟ

疫病2020

ﾋﾞﾌﾞﾘｱ古書堂の事件手帖Ⅱ 扉子と空白の時

THINGS FALL APART

一億人の英会話 ｢話すため｣に必要な英文の全ﾊﾟﾀｰﾝﾄﾞﾘﾙ

1日10分のごほうび NHK国際放送が選んだ日本の名作

ﾍﾞｰｼﾞｭ

｢超｣入門!論理ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

ﾅﾅﾒの夕暮れ

仕事本 わたしたちの緊急事態日記

ﾍﾞｽﾄ･ｴｯｾｲ 2020

老いの練習帳

一人称単数

灯台からの響き

掃除婦のための手引き書 ﾙｼｱ･ﾍﾞﾙﾘﾝ作品集

時の娘

ｻﾞﾘｶﾞﾆの鳴くところ

新幹線は地域をどう変えるのか ﾌｫｰﾗﾑ新幹線学2020

コラムで紹介

11月開催!!
付録抽選会のお知らせ

雑誌等の付録の抽選会を行います。

１１月１７日（火）～２０日（金）の間、図書館カウンター前に付録を展示します。

ご希望の付録があれば、図書館にある応募用紙に記入をして抽選箱に入れて下さい。

付録例：カレンダー・スケジュール帳・ポストカード・ポスター・

バッグ・クリアファイル・手芸用カットクロス など

11月の休館日の

お知らせ

12日(木）球技大会

(雨天時は19日に延

期）

13日（金）遠足

のため

休館します。

第163回直木賞受賞作

第163回芥川賞受賞作

第163回芥川賞受賞作


