
遅ればせながら、明けましておめでとうございます。

今年の干支はうし年。厳密には「辛丑（かのとうし）」

といいます。「辛（かのと）」は十干の８番目。「十干」

とは「甲乙丙丁……」とつづくもので、もとは日の順番を

示すものでした。（十干が3回繰り返されると1ｹ月）やがて

十二支と組み合わさって干支（えと）となり年を表すよう

になりました。十干と十二支を順に並べると60年で一回り

します。これが還暦です。

十干も十二支もそれぞれの漢字には意味があり、「辛」

は、草木が枯死して新しくなろうとする状態を表している

そうです。

また、「丑」は十二支の２番目。「丑」という漢字その

ものは「紐（ひも）」に通じ、萌芽が種子の中に生じてま

だ十分に伸び得ない有様を表しているそうです。「辛」

「丑」どちらも新たな生命の芽吹きに向けての準備期間と

いう所でしょうか。じっと我慢しつつも、来るべき未来に

向けて力を蓄える、そんな1年になりそうです。（参考：

『現代こよみ読み解き辞典』柏書房）

丑年生まれの作家

さて、暦の話はこれくらいにして、今回は丑年生まれの

作家を紹介します。

三島由紀夫

『仮面の告白』『潮騒』『金閣寺』『豊饒の海』などの代

表作があります。なかでも『豊饒の海』は『春の雪』『奔

馬』『暁の寺』『天人五衰』の全4巻から成る作品で、『浜

松中納言物語』から想を得た輪廻転生の物語です。

永井路子

NHK大河ﾄﾞﾗﾏ『草燃える』の原作となった『炎環』『北

条政子』などの歴史小説を書いています。藤原道長を主人

公とした『この世をば』も有名です。

辻邦生

ﾌﾗﾝｽ文学者でもありますが、鎌倉時代の歌人西行を主人公

とした『西行花伝』で谷崎潤一郎賞を受賞しています。

北村薫

ﾐｽﾃﾘｰ作家。『鷺と雪』で直木賞を受賞。高校教師をして

いたためか『ｽｷｯﾌﾟ』など高校を舞台にした作品もあります。

『野球の国のｱﾘｽ』は「かつて子どもだったあなたと少年少

女のための」ﾐｽﾃﾘｰﾗﾝﾄﾞとして出版されました。

養老孟司

小説家ではありませんが、『ﾊﾞｶの壁』で有名になった脳

科学者です。『唯脳論』は現代社会を「脳化社会」として、

解剖学的な「脳」から読み解きます。私はこの本で世界観

が変わりました。

村上春樹

世界的な小説家。海外での評価も高く、毎回ﾉｰﾍﾞﾙ文学賞

を期待されています。『ﾉﾙｳｪｲの森』『海辺のｶﾌｶ』

『1Q84』など。20年には『一人称単数』が出版されました。

海堂尊

医療をﾃｰﾏにした『ﾁｰﾑ・ﾊﾞﾁｽﾀの栄光』で脚光を浴びまし

た。『ｱﾘｱﾄﾞﾈの弾丸』も有名。医療がｴﾝﾀﾒと融合するのが

刺激的。

湊かなえ

ﾐｽﾃﾘｰ作家。図書館でも人気の作家で、たくさん貸出され

ています。『告白』『高校入試』は学校が舞台でした。

興味を持った作家がいましたら、ぜひ本を手にしてくだ

さい。
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発行／沼津東高等学校図書館

のつぶやき

２月の休館日のお知らせ

2日(火）マラソン大会のため

休館します。

(雨天時は５日に延期になります。）

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期間延長できます＊

＊3年生は家庭学習に入る前に返却しましょう＊

『学びのきほん』

「NHK出版 学びのきほん」とは、「生

きた学びを手に入れる」をコンセプト

に、あらゆる教養の扉を開く「学び直

し」シリーズ。

古今東西の教養の「きほん」を１テー

マ学ぶことができる、安価で軽くてコ

ンパクトな１冊です。

『岩波ブックレット』

岩波書店が出版している小冊子のシ

リーズ。平均的に70ページ前後です。

内容としては、憲法、平和、人権、環

境などがテーマとなっているものが多

くなっています。

『ブルーバックス』

科学をあなたのポケットに。「ブルー

バックス」は、子供から大人まで楽し

める、一般向け科学シリーズです。

『サイエンスアイ』

科学新書のｼﾘｰｽﾞです。キャッチコピー

は、「科学の世紀」の羅針盤。サイエ

ンス・アイ（Science i）は、21世紀の

科学（Science）を支える情報

（information）、知識（intelligence）、

革新（innovation）を表現する「i」か

らネーミングされています。

『サイエンスパレット』

サイエンスの分野で、誰もが知っておき

たいテーマを選び、その概要が1冊でコ

ンパクトに理解できるシリーズを用意し

ようとして創刊されました。 高校程度

の基礎的な知識で読むことができ、大学

生の教養や大人の学び直しなどのために、

確かな知識を提供してくれます。

『知りたいサイエンス』

近年サイエンスは分野の融合や観測技術

の進歩などもあってとても盛り上がって

います。そんな中，雑学本より奥が深く

入門書より易しい。知的好奇心をきっと

満たしてくれるシリーズです。

『岩波科学ライブラリー』

1つのテーマに絞って、研究の歴史や最前

線を分かりやすく解説するシリーズです。

『なるにはbooks』

ぺりかん社の刊行する現代の職業のな

り方本です。各巻その分野に詳しいラ

イターを起用し、仕事の内容や就職の

フロー、実際にその仕事をする人への

インタビューなどを通して、その仕事

のイメージがつかめるという本です。

別ｼﾘｰｽﾞに『なるにはbooks大学学部調

べ』もあります。

本校図書館ではシリーズで購入している本があります。

それぞれコーナーがあるので、活用してください。

うし年生まれの作家は？

平台に展示してあります。貸し出しもでき

ます。是非手に取ってみてください。

コラムで

紹介した本



著者名 請求番号 出版社 著者名 請求番号 出版社

ｸﾚｲｸﾞ･ｸﾞﾚﾝﾃﾞｨ  031.5 ｸﾞﾚ 2021 角川書店 永宗 喜三郎 491.9 ﾅｶﾞ  朝倉書店

佐藤 健太郎 049 ｻﾄ  新潮社 山口 研一郎 493.7 ﾔﾏ 1036 岩波書店

ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾘ  中野 信子 493.8 ﾔﾏ  文藝春秋

ｱﾀﾞﾑ･ﾊｰﾄ=ﾃﾞｲｳﾞｨｽ  140.2 ﾊｰ 1 創元社 宮坂 昌之 498.6 ﾐﾔ  講談社

鈴木 宏昭 141.5 ｽｽﾞ  講談社

日本青年心理学会 159.7 ﾆﾎ  福村出版 齋藤 勝裕 519 ｻｲ  ﾍﾞﾚ出版

西口 彩乃 519.1 ﾆｼ  扶桑社

ﾕｳﾞｧﾙ･ﾉｱ･ﾊﾗﾘ 209 ﾊﾗ  河出書房新社 酒井 健 523 ｻｶ  筑摩書房

山崎 圭一 209 ﾔﾏ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 矢沢ｻｲｴﾝｽｵﾌｨｽ  竹内 薫 538.9 ﾔｻﾞ  技術評論社

播田 安弘 210 ﾊﾘ  講談社 片野 ゆか 593.8 ｶﾀ  集英社

近藤 二郎 242 ｺﾝ  ｴｸｽﾅﾚｯｼﾞ 594.3   日本ｳﾞｫｰｸﾞ社

ｷｱﾗ･ﾊﾟｽｸｱﾚｯﾃｨ･ｼﾞｮﾝｿﾝ  280.4 ﾊﾟｽ  ﾎﾟﾌﾟﾗ社 比良松 道一 596 ﾋﾗ  家の光協会

清水書院集部 288.4 ｼﾐ  清水書院

一ﾉ瀬 俊也 289.1 ｲﾁ  文藝春秋 中野 京子 723 ﾅｶ  文藝春秋

ｱｲﾘｽ･ﾁｭｳ 289.2 ｱｲ  文藝春秋 ｶﾙﾛｽ矢吹 759 ｶﾙ  産業編集ｾﾝﾀｰ

菊地 俊夫 291.3 ｷｸ  朝倉書店 立川 談慶 779.1 ﾀﾃ  NHK出版

ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ･ｾｲﾝ 295.3 ｾｲ  昭文社 陶山 哲夫 780.3 ｽﾔ  清水書院

ｽﾃｨｰｳﾞ･ﾍｲｸ  780.6 ﾍｲ  白揚社

304 2021  文藝春秋

ｼﾞｬﾚﾄﾞ･ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞ 304 ﾀﾞｲ  文藝春秋 樋口 裕一 810.4 ﾋｸﾞ  幻冬舎

茂木 誠 319 ﾓｷﾞ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 林 剛司 830.7 ﾊﾔ  青春出版社

日経HR集部 332.1 ﾆｯ 2021 日経HR

大野 萌子 361.4 ｵｵ  ｻﾝﾏｰｸ出版 『このﾐｽﾃﾘｰがすごい!』集部 901.3 ﾀｶ 2021 宝島社

村上 稔 365 ﾑﾗ  岩波書店 三浦 しをん 901.3 ﾐｳ  集英社

ｼﾞｮﾆｰ･ｼｰｶﾞｰ  367.1 ｼｰ  明石書店 嵯峨 景子  910.2 ｻｶﾞ  時事通信社

坂口 恭平 368.3 ｻｶ  講談社 あさの あつこ、他 913.6 ｱｻ  双葉社

ﾃﾞｭｰｲ  371.2 ﾃﾞﾕ 2 岩波書店 朝井 まかて 913.6 ｱｻ  文藝春秋

高木 秀明 監 371.4 ﾀｶ  福村出版 綾崎 隼 913.6 ｱﾔ  角川書店

城戸 久枝 374.9 ｷﾄﾞ  文藝春秋 池澤 夏樹 913.6 ｲｹ  日経BPﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

鈴木 光 379.7 ｽｽﾞ  角川書店 今村 翔吾 913.6 ｲﾏ  講談社

田中 治彦 385.3 ﾀﾅ  岩波書店 大崎 梢 913.6 ｵｵ  光文社

馬場 あき子 388.1 ﾊﾞ  筑摩書房 桜木 紫乃 913.6 ｻｸ  集英社

重松 清 913.6 ｼｹﾞ 1・2 朝日新聞出版

山内 一也 400 ｲﾜ 296 岩波書店 高樹 のぶ子 913.6 ﾀｶ  日経BPﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

ﾏｲｹﾙ･ﾀﾞﾝ  400 ｲﾜ 297 岩波書店 原田 ひ香 913.6 ﾊﾗ  徳間書店

竹内 薫 404 ﾀｹ  徳間書店 東川 篤哉 913.6 ﾋｶﾞ  角川書店

日比 孝之 411.8 ﾋﾋﾞ  講談社 東野 圭吾 913.6 ﾋｶﾞ  光文社

ｱﾀﾞﾑ･ﾊｰﾄ=ﾃﾞｲｳﾞｨｽ  420.2 ﾊｰ 2 創元社 松田 青子 913.6 ﾏﾂ  中央公論新社

高水 裕一 421.2 ﾀｶ  講談社 村田 沙耶香 913.6 ﾑﾗ  新潮社

鈴木 洋一郎 443.9 ｽｽﾞ  講談社 森沢 明夫 913.6 ﾓﾘ  角川春樹事務所

藤井 旭  445.3 ﾌｼﾞ  誠文堂新光社 柳 美里 913.6 ﾕｳ  河出書房新社

武村 政春 463 ﾀｹ  講談社 吉田 修一 913.6 ﾖｼ 1・2 朝日新聞出版

糸井 重里  小堀 鴎一郎 490.1 ｲﾄ  ﾏｶﾞｼﾞﾝﾊｳｽ ｼﾞｮﾝ･ｸﾞﾘｼｬﾑ 933.7 ｸﾞﾘ  中央公論新社

佐々 涼子 490.1 ｻｻ  集英社 J.K.ﾛｰﾘﾝｸﾞ 933.7 ﾛｰ  静山社

ｻﾘｰ･ﾋﾙ  491.3 ﾋﾙ  白水社 ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ･ｷﾞﾙﾊﾞｰﾄ  935.7 ｷﾞﾙ  早川書房

坂口 志文  491.8 ｻｶ  講談社 ｶﾙﾐﾈ･ｱﾊﾞｰﾃ  973 ｱﾊﾞ  新潮社

ｺﾛﾅ後の世界

東京地理入門

日経ｷｰﾜｰﾄﾞ 2021-2022

ｼｭﾚﾃﾞｨﾝｶﾞｰの猫 実験でたどる物理学の歴史

ｳｲﾙｽと人間 新版

ﾊﾟﾗｽﾎﾟｰﾂﾙｰﾙﾌﾞｯｸ ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸを楽しもう

ｸﾘｽﾏｽﾓﾁｰﾌ&ｵｰﾅﾒﾝﾄ かわいいかぎ針編み

18歳からの自炊塾 九州大学生き方が変わる3か月

ﾊﾟﾝﾃﾞﾐｯｸの文明論

ﾏﾅｰはいらない 小説の書きかた講座

４００　自然科学

見えない脳損傷MTBI

運命の絵 中野京子と読み解く なぜ､ままならない

ｷﾞﾈｽ世界記録 2021

３００　社会科学

１００　哲学・心理学

２００　歴史・地理

寄生虫のはなし この素晴らしき,虫だらけの世界

ﾛﾏﾈｽｸとは何か 石とぶどうの精神史

地図でｽｯと頭に入るｱﾒﾘｶ50州

番号は謎

書　　　名

人類が火星に移住する日 夢が現実に!有人宇宙飛行とﾃﾗﾌｫｰﾐﾝｸﾞ

７００　芸　術

　新着本の紹介　　　

東條英機 ｢独裁者｣を演じた男

まるわかり世界の王室 あまり知られてない王室の世界

WOMEN 世界を変えた偉大な女性たち

古代ｴｼﾞﾌﾟﾄ解剖図鑑 神秘と謎に満ちた古代文明のすべて

日本史ｻｲｴﾝｽ 蒙古襲来､秀吉の大返し､戦艦大和の謎に迫る

一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 

漫画ｻﾋﾟｴﾝｽ全史 人類の誕生編

認知ﾊﾞｲｱｽ 心に潜むふしぎな働き

ﾊﾟﾌﾞﾛﾌの犬 実験でたどる心理学の歴史 新型ｺﾛﾅ7つの謎 最新免疫学からわかった病原体の正体

｢環境の科学｣が一冊でまるごとわかる

書　　　名

４００　自然科学

木のｽﾄﾛｰ

銀の猫

1日10分のぜいたく NHK国際放送が選んだ日本の名作

民主主義と教育 下

買い物難民対策で田舎を残す

文藝春秋ｵﾋﾟﾆｵﾝ2021年の論点100

女性の世界地図 女たちの経験･現在地･これから

Auｵｰﾄﾞﾘｰ･ﾀﾝ 天才IT相7つの顔

８００　言　語

苦しい時は電話して

世界のｽﾉｰﾄﾞｰﾑ図鑑

大人だって読みたい!少女小説ｶﾞｲﾄﾞ

このﾐｽﾃﾘｰがすごい! 2020年のﾐｽﾃﾘｰ&ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄﾍﾞｽﾄ20 2021年版

ﾃﾚﾋﾞが伝えない国際ﾆｭｰｽの真相 ﾊﾞｲｵ･ｻｲﾊﾞｰ戦争と米英の逆襲

９００　文　学

すばやく鍛える読解力

ｽﾎﾟｰﾂを変えたﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ｱｽﾘｰﾄを進化させる道具の科学

落語はこころの処方箋

０００　総　記

君の悩みに答えよう 青年心理学者と考える

中学英語から始める洋書の世界

火星の科学 Guide to Mars 水､生命､そして人類移住計画

感染症､AI新時代を生き抜く科学知識の身につけ方 

家族じまい

もしかしてひょっとして

じんかん

見えない宇宙の正体 ﾀﾞｰｸﾏﾀｰの謎に迫る

時間は逆戻りするのか 宇宙から量子まで､可能性のすべて

JR上野駅公園口

おいしくて泣くとき

地球星人

鬼の研究

成人式とは何か

医療倫理超入門

多角形と多面体 図形が織りなす不思議世界

着物の国のはてな

よけいなひと言を好かれるｾﾘﾌに変える言いかえ図鑑

５００　技　術

海と山のｵﾑﾚﾂ

細胞とはなんだろう ｢生命が宿る最小単位｣のからくり

いつか来る死

免疫の守護者制御性T細胞とはなにか

14歳からの生物学 学校では教えてくれない〈ﾋﾄ〉の科学

｢ｸﾞﾚｰﾄ･ｷﾞｬﾂﾋﾞｰ｣を追え

国宝 上 青春篇、下 花道篇

食べて､祈って､恋をして 新版

ｲｯｶﾎﾞｯｸﾞｴﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾗｲﾌ

ﾜｶﾀｹﾙ

ﾚｯﾄﾞｽﾜﾝの混沌 赤羽高校ｻｯｶｰ部

ﾌﾞﾗｯｸ･ｼｮｰﾏﾝと名もなき町の殺人

谷根千ﾐｽﾃﾘ散歩 中途半端な逆さま問題

一橋桐子〈76〉の犯罪日記

業平 小説伊勢物語

ひこばえ 上・下

おばちゃんたちのいるところ

子どもが作る弁当の日 ｢めんどくさい｣は幸せへの近道

夢を叶えるための勉強法

挫折と向き合う心理学 

2020本屋大賞 ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ本大賞受賞

全米図書賞翻訳部門受賞

12月号コラムで紹介された本


