
著者名 請求番号 出版社

中央大学法学部 321 ﾁｭ  中央大学出版部

遠藤 研一郎 321 ｴﾝ  ｳｪｯｼﾞ

木山 泰嗣 324 ｷﾔ  光文社

池田 真朗 324 ｲｹ  講談社

伊藤 真 324 ｲﾄ  ﾅﾂﾒ社

大沼 保昭 329 ｵｵ  筑摩書房

斎藤 幸平 331.6 ｻｲ  集英社

安宅 和人 332.1 ｱﾀ  ﾆｭｰｽﾞﾋﾟｯｸｽ

竹中 均 361 ﾀｹ  講談社

三井 綾子 366 ﾐﾂ 補25 ぺりかん社

小杉 眞紀   366 ｺｽ 補26 ぺりかん社

松矢 勝宏 366 ﾏﾂ 補66 ぺりかん社

飯島 一孝 366 ｲｲ 補130 ぺりかん社

丸山 恵 366 ﾏﾙ 補155 ぺりかん社

池上 彰 366 ｲｹ  学研ﾌﾟﾗｽ

橋口 佐紀子 376.8 ﾊｼ  ぺりかん社

木村 由香里 376.8 ｷﾑ  ぺりかん社

大岳 美帆 376.8 ｵｵ  ぺりかん社

井田 徹治 400 ｲﾀﾞ 294 岩波書店

時本 真吾 400 ﾄｷ   295 岩波書店

小林 吹代 414.1 ｺﾊﾞ  技術評論社

磯田 道史 493.8 ｲｿ  文藝春秋

岡田 晴恵 493.8 ｵｶ  日本図書ｾﾝﾀｰ

廣田 孝子 498.5 ﾋﾛ  学研ﾌﾟﾗｽ

生活の木 499.8 ｾｲ  主婦の友社

稲穂 健市 507.2 ｲﾅ  楽工社

ﾏｲｹﾙ･ｹﾘｶﾞﾝ 520.8 ｹﾘ  日経BPﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

鵜飼 秀徳 535 ｳｶ  朝日新聞出版

印度ｶﾘｰ子 596 ｲﾝ  山と溪谷社

太田 さちか 596.6 ｵｵ  ｲﾝﾌﾟﾚｽ

著者名 請求番号 出版社

橋本 陽介 815 ﾊｼ  光文社

Mana 007.6 ﾏﾅ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

高橋 源一郎 019.1 ﾀｶ  NHK出版 温 又柔 913.6 ｵﾝ  中央公論新社

ﾅｶﾑﾗ ｸﾆｵ 020.4 ﾅｶ  NHK出版 海堂 尊 913.6 ｶｲ  宝島社

集英社文庫編集部  913.6 ｼｭ  集英社

手紙屋 僕の就職活動を変えた十通の手紙 喜多川 泰 159 ｷﾀ  ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ 小説ﾄﾘｯﾊﾟｰ編集部 913.6 ｱｻ  朝日新聞出版

図解世界5大宗教全史 宗教を知れば､世界の歴史と今がわかる! 中村 圭志 162 ﾅｶ  ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ 重松 清 913.6 ｼｹﾞ  新潮社

凪良 ゆう 913.6 ﾅｷﾞ  ﾎﾟﾌﾟﾗ社

平成時代 吉見 俊哉 210.7 ﾖｼ  岩波書店 夏川 草介 913.6 ﾅﾂ  小学館

世界は女性が変えてきた 夢をつないだ84人の勇者たち ｹｲﾄ･ﾎｯｼﾞｽ  280.4 ﾎｯ  東京書籍 あさの あつこ 913.6 ｱｻ  新潮社

早見 和真 913.6 ﾊﾔ  新潮社

日本習合論 内田 樹 304 ｳﾁ  ﾐｼﾏ社 住野 よる 913.6 ｽﾐ  新潮社

｢法の支配｣とは何か 行政法入門 大浜 啓吉 321 ｵｵ  岩波書店 朝井 ﾘｮｳ 913.6 ｱｻ  朝日新聞出版

魯肉飯(ﾛﾊﾞﾌﾟﾝ)のさえずり

２００　歴史・地理

短編学校

この気持ちもいつか忘れる

ｽﾀｰ

ｶﾚｰﾗｲｽ 教室で出会った重松清

３００　社会科学

わたしの美しい庭

始まりの木

ﾊﾘﾈｽﾞﾐは月を見上げる

ｻﾞ･ﾛｲﾔﾙﾌｧﾐﾘｰ

20の短編小説

ｺﾛﾅ黙示録

１００　哲学・心理学

｢読む｣って､どんなこと?

本の世界をめぐる冒険

９００　文　学

　新着本の紹介

ﾛﾎﾞｼﾞｮ! 杉本麻衣のﾊﾟﾃﾝﾄ･ｳｫｰｽﾞ

書　　　名

世界の宮殿廃墟 華麗なる一族の末路

０００　総　記

仏具とﾉｰﾍﾞﾙ賞京都･島津製作所創業伝

1冊ですべて身につくHTML&CSSとWebﾃﾞｻﾞｲﾝ入門講座

ひとりぶんのｽﾊﾟｲｽｶﾚｰ

不思議なお菓子ﾚｼﾋﾟ ｻｲｴﾝｽｽｲｰﾂ 

８００　言　語

｢文｣とは何か 愉しい日本語文法のはなし

５００　技　術

薬学部 中高生のための学部選びｶﾞｲﾄﾞ

４００　自然科学

環境学部 中高生のための学部選びｶﾞｲﾄﾞ

追いつめられる海

あいまいな会話はなぜ成立するのか

教養学部 中高生のための学部選びｶﾞｲﾄﾞ

正多面体は本当に5種類か やわらかい幾何はすべてここからはじまる

感染症の日本史

ｷｬﾗでわかる!はじめての感染症図鑑

免疫力を高める食材事典 最新決定版

簡単手作り石けん､ﾊﾝﾄﾞｼﾞｪﾙ､ﾊﾝﾄﾞ&ﾏｽｸｽﾌﾟﾚｰ 

なぜ僕らは働くのか 君が幸せになるために考えてほしい大切なこと

民法はおもしろい

ﾏﾝｶﾞでわかる民法入門 試験に出る民法の基本がやさしくわかる 第2版

国際法

人新世の｢資本論｣

ｼﾝ･ﾆﾎﾝ AI×ﾃﾞｰﾀ時代における日本の再生と人材育成

｢自閉症｣の時代

教育業界で働く

ｹﾞｰﾑ業界で働く

特別支援学校教諭になるには

検察官になるには

AIｴﾝｼﾞﾆｱになるには

新着本の紹介

書　　　名

３００　社会科学

高校生からの法学入門

はじめまして､法学 身近なのに知らなすぎる｢これって法的にどうなの?｣

分かりやすい｢民法｣の授業 弁護士が教える

ｺﾛﾅ禍による休校があけて半年になろうとしています。学校

行事も限定的ではありますが再開され徐々に日常を取り戻しつ

つあります。しかし欧米ではまだまだ感染は治まる気配を見せ

ず、日本においてもまだまだ気が抜けないのも事実です。

感染が広く社会問題となった４月５月の頃には、多くのｾﾝｾｰ

ｼｮﾅﾙな記事があふれかえりました。感染対策も何が正しいかも

わからず、様々な論がﾃﾚﾋﾞのﾜｲﾄﾞｼｮｰや新聞雑誌に踊りました。

やがてｺﾛﾅ禍をﾃｰﾏにした新書が発売され、現在は単行本の形で

論じた本が出版されています。図書館ではｺﾛﾅ禍に関連する情

報を雑誌書籍の別なくまとめて残してあります。当時の記事を

検証したい方はぜひどうぞ。

情報ﾒﾃﾞｨｱにはその速さに違いがあります。ﾈｯﾄ記事などは数

時間のうちに公開されますが、それに続いて新聞、週刊の雑誌、

月刊誌となります。数ヶ月後には執筆の速い論者による新書、

そしてある程度落ち着いたところで単行本が出版されます。

ﾈｯﾄ記事や新聞は速さが求められますので、記事内容が十分

に検証されているかどうかはわかりません。その時正しいと思

われたことも、後に誤報と言われることもあるでしょう。新書

なども早く出版したいという事情があれば、やはり内容は偏る

と思われます。十分に検証がされた上で執筆された単行本なら

ば信頼性も上がるでしょうが、その頃には社会の関心は低く

なっています。正確な情報を求めたいのであれば、十分な時間

が必要になります。

しかし感染症対策のように、今直面している問題を解決する

ためには、我々は限られた情報の中で判断しなければなりませ

ん。このような中で我々が心がけるべきことは、多くの情報に

広くあたること、情報源の信頼性を意識すること、批判的精神

をもって情報にあたることです。ﾃﾚﾋﾞのﾜｲﾄﾞｼｮｰやﾈｯﾄ記事は、

視聴率やｸﾘｯｸ数を稼ぐという都合もあり、とかくｾﾝｾｰｼｮﾅﾙな内

容になりがちです。これは新聞や書籍も例外ではありません。

また新聞は紙面の都合上、ﾆｭｰｽの価値はその日の中で相対的に

変化します。本来一面を飾るはずだったﾆｭｰｽが、大事件が起き

たために一面から追われてしまうなどということは日常茶飯事

です。

以上のことから、一つの情報源だけを見てわかった気になっ

てしまうのは非常に危険です。これらはｺﾛﾅ禍に限った話では

ありません。先日ｱﾒﾘｶで大統領選挙がありましたが、ﾌｪｲｸﾆｭｰｽ

も含め様々な情報が入り乱れました。先述したとおり、報道だ

けですべてを知ることはできません。ならば我々がとるべき姿

勢は、世の中の情報は「完全なものではない」という前提に立

ち、安易に鵜呑みにするのではなく、常に検証する習慣を持つ

べきです。そのためには情報にｱｸｾｽするﾁｬﾝﾈﾙを複数持つこと

も必要とされます。

情報は広く接し、常に検証しながら主体的に読み解いていく

ものです。多くの情報に接する場として図書館もその一助にな

れればと思っています。
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発行／沼津東高等学校図書館

コロナ禍、この半年を振り返って
―情報を批判的に読み解くにはー

静岡県青少年読書感想文コンクール

高等学校の部において、一名が入選しました。

おめでとうございます。

28ＨＲ 秋山 萌々葉さん

題名 「善悪の天秤」

書名 『お伽草紙』 太宰 治/著 （新潮文庫）

ｺﾗﾑ関連本

『君の膵臓をたべたい』の著者が

描く恋愛長篇！

図書館に設けた短編小説ｺｰﾅｰが人気です。

仕事、お金、幸せ、ＡＩ、多様性、

働きがい…。働くうえで考えるべき

テーマをマンガと図解で伝えます。


