
NHK取材班 007.2 ﾆｯ  幻冬舎

大橋 崇行 019.5 ｵｵ  ひつじ書房

情報文化研究所  141.5 ｼﾞﾖ  ﾌｫﾚｽﾄ出版

中野 信子  ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾘ 141.6 ﾅｶ  講談社

鈴木 裕介 146.8 ｽｽﾞ  大和出版

ひろゆき 159 ﾆｼ  ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

白駒 妃登美 159.2 ｼﾗ  角川書店

ｺﾘﾝ･ｿﾙﾀｰ  209 ｿﾙ 1・2 原書房

中村 聡一 231 ﾅｶ  東洋経済新報社

世界を変えた100のｽﾋﾟｰﾁ 上･下

教養としてのｷﾞﾘｼｬ･ﾛｰﾏ 

情報を正しく選択するための認知ﾊﾞｲｱｽ事典 

生贄探し 暴走する脳

ﾒﾝﾀﾙ･ｸｴｽﾄ 心のHPが0になりそうな自分をﾗｸにする本

1%の努力

★誰も知らない偉人伝 勇気をくれる日本史

２００　歴史・地理

新着本の紹介　　★読書会推薦本

０００　総　記

平成ﾈｯﾄ史 永遠のﾍﾞｰﾀ版

中高生のための本の読み方 読書案内･ﾌﾞｯｸﾄｰｸ･PISA型読解

１００　哲学・心理学

さてここで、表題に戻ります。

あなたは秦の始皇帝です。何万もの軍勢を自在に動かすこ

とができます。とある賢者から天文学的な複雑な計算のた

めに、協力してほしいとの申し出がありました。計算の方

法はわかっているのですが、人の手で計算すると何十年も

の時間がかかってしまいます。

現代ならばｺﾝﾋﾟｭｰﾀを使って計算

すればいいのですが、戦国時代に

そんなものはありません。

さて、どうすればいいでしょう。

（答えは『三体』第１部にあります。）

２０２1年７月号 No.１７１

令和３年７月９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＊

貸出はできませんが、ぜひ手に取ってどの

本を読むか決めてください。

ふつうなら、「夏休みを迎えるにあたって」みたいなこ

とを書くのでしょうが、一度ＳＦについても紹介したいな

と思っていたので、あえて今回はＳＦをﾃｰﾏに書きます。

中国人作家、劉慈欣によるＳＦ小説『三体』3部作が遂

に完結しました。この小説の第1部は2008年に中国で発表。

2014年には英語に翻訳され2015年SFの最高峰の賞でもあ

るﾋｭｰｺﾞｰ賞を受賞しました。これはｱｼﾞｱ人作家としては初

めてのことです。2015年Facebook社CEOｻﾞｯｶｰﾊﾞｰｸﾞが、

推薦する本として紹介、2017年当時のｵﾊﾞﾏ大統領も愛読

書であると紹介しています。日本では2019年にようやく

第1部『三体』が発表され、2020年に第2部『黒暗森林』

が、そして今年第3部『死神永生』で完結しました。

Netflixで近く実写映像化されることが発表されてもいます。

第１部は「文化大革命」から始まります。相次ぐ科学者

の自殺。そしてVRｹﾞｰﾑ「三体」。謎が謎を呼び、複雑に

張られた伏線に読者は当惑してしまいますが、そこを我慢

して読み進めると、ある瞬間からｶﾞｾﾞﾝ面白くなります。

第２部はさらに予想の上を行き、第3部の結末はとうてい

想像もできません。ちなみに第3部の始まりは15世紀ﾋﾞｻﾞ

ﾝﾃｨﾝ帝国です。（！？）

理屈抜きに楽しむ「ｽﾀｰｳｫｰｽ」のよう冒険活劇もいいで

すが、光速航行の原理や時空を越える通信手段を「これは

ありうるかも」とつい思わせる理屈づけの面白さ、そして

人間の存在という哲学的ﾃｰﾏをｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄとして楽しむこ

と、これらはまさにＳＦの魅力でしょう。

『三体』は異星人との遭遇がﾃｰﾏです。このようなﾃｰﾏの

ＳＦはいろいろあります。J・ﾎｰｶﾞﾝ『星を継ぐもの』や小

松左京の『虚無回廊』、神林長平の『戦闘妖精雪風』もそ

れに含めてもいいかもしれません。異星人が人間と同じ姿

をしているはずもなく、精神構造も違うはずです。社会構

造や政治だってそうでしょう。そんな異星人を想像するこ

とは、人間とは何かという疑問の裏返しなのです。

なお、映画化つながりでいうと、A・ｱｼﾓﾌの『ﾌｧｳﾝﾃﾞｰｼｮ

ﾝ銀河帝国興亡史』も近々ｱｯﾌﾟﾙTV＋で配信されるそうで

す。

始皇帝が円周率を計算したら？
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月 火 水 木 金 土 日

8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8

9:00 9:00 9:00 9:00 9:00
～ ～ ～ ～ ～ 閉館

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00

8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15

閉館 閉館 閉館 閉館 閉館 閉館

8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22

9:00 9:00 9:00 9:00
～ ～ ～ ～ 閉館 閉館

16:00 16:00 16:00 16:00

8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29

9:00 9:00 9:00 9:00 9:00
～ ～ ～ ～ ～ 閉館 閉館

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00

8/30 8/31 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5

9:00 9:00
～ ～ 閉館 閉館

16:00 16:00

山の日

閉館

始業式

通常開館
通常開館 通常開館

振替休日

閉館

閉館

『三体』 『三体 黒暗森林 上・下』 『三体 死神永生 上・下』

『虚無回廊』小松左京 『戦闘妖精雪風』神林長平

『ﾌｧｳﾝﾃﾞｰｼｮﾝ

銀河帝国興亡史』

A・ｱｼﾓﾌ

7月30日は図書館自習室ともに16時閉館です。



著者名 請求番号 出版社 著者名 請求番号 出版社

近藤 嶺一 289.1 ｺﾝ  新潮社 みうら じゅん 726.1 ﾐｳ  文藝春秋

ﾁｬｰﾘｰ･ﾏｯｹｼﾞｰ 726.6 ﾏｯ  飛鳥新社

ﾌﾞﾚｲﾃﾞｨみかこ 312.8 ﾌﾞﾚ  幻冬舎 徳川美術館 728.8 ﾄｸ 3 徳川美術館

菊田 幸一 326.4 ｷｸ  岩波書店 徳川美術館 751 ﾄｸ  徳川美術館

ﾎﾝ ﾁｭﾇｸ  332 ﾎﾝ  文響社 徳川美術館 752.6 ﾄｸ 5 徳川美術館

原 佐知子  333.8 ﾊﾗ  大月書店 講談社 778.7 ｺｳ  講談社

細見 和之  334.4 ﾎｿ  岩波書店 佐伯 夕利子 783.4 ｻｴ  小学館

石井 遼介 336.3 ｲｼ  日本能率協会 早見 和真 783.7 ﾊﾔ  新潮社

ｱﾀﾞﾑ･ｸﾞﾗﾝﾄ 336.3 ｸﾞ  三笠書房 佐々木 亨 786.1 ｻｻ  山と溪谷社

上念 司 361.6 ｼﾞ  PHP研究所

西原 和久 361.8 ﾆｼ  有斐閣 川添 愛 801 ｶﾜ  新潮社

日本弁護士連合会 365 ﾆﾎ  岩波書店 ながさわ 813.1 ﾅｶﾞ  河出書房新社

ﾊﾟﾚｯﾄｰｸ  367.9 ﾊﾟﾚ  講談社 椎名 美智 815.8 ｼｲ  ひつじ書房

ﾚｲﾁｪﾙ･ﾌﾞﾗｲｱﾝ 368.6 ﾌﾞﾗ  集英社 阿部 公彦 837.5 ｱﾍﾞ  文藝春秋

五十嵐 敬喜  369.3 ｲｶﾞ  岩波書店

岩波書店編集部 369.3 ｲﾜ 2020 岩波書店 頭木 弘樹 908 ｶｼ  毎日新聞出版

佐藤 学 372 ｻﾄ  岩波書店 夏井 いつき 911.3 ﾅﾂ  PHP研究所

河野 哲也 375 ｺｳ  筑摩書房 徳川美術館 913.3 ﾄｸ  徳川美術館

見舘 好隆 377.9 ﾐﾀ  九州大学出版会 柚月 裕子 913.6 ﾕｽﾞ  徳間書店

青木 直己 383.8 ｱｵ  二見書房 大崎 梢 913.6 ｵｵ  東京創元社

藤原 辰史 383.8 ﾌｼﾞ  ﾐｼﾏ社 額賀 澪 913.6 ﾇｶ  二見書房

池内 紀 388 ｲｹ  講談社 浅倉 秋成 913.6 ｱｻ  角川書店

古内 一絵 913.6 ﾌﾙ  中央公論新社

黒木 哲徳 410 ｸﾛ  講談社 朱野 帰子 913.6 ｱｹ 2 新潮社

小山 信也  410.4 ｺﾔ  技術評論社 伊坂 幸太郎 913.6 ｲｻ  新潮社

荒木 健太郎 451 ｱﾗ  角川書店 米澤 穂信  呉 勝浩  913.6 ﾖﾈ  朝日新聞出版

ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ･ﾌｰ  481.3 ﾌｰ  化学同人 近藤 史恵 913.6 ｺﾝ  角川書店

宮尾 益知 493.7 ﾐﾔ  講談社 米澤穂信 913.6 ﾖﾈ  角川書店

辻村 深月  乾 くるみ  913.6 ﾂｼﾞ  文藝春秋

小川 洋子 509.2 ｵｶﾞ  集英社 原田 ﾏﾊ 913.6 ﾊﾗ  実業之日本社

宇佐美 誠 519 ｳｻ  岩波書店 内田 百間  913.6 ｳﾁ  双葉社

ﾛｼﾞｬｰ･D.ﾛｰﾆｱｽ  538.9 ﾛｰ  東京堂出版 阿部 智里 913.6 ｱﾍﾞ  文藝春秋

両@ﾘﾍﾞ大学長 591 ﾘｮ  朝日新聞出版 門井 慶喜 913.6 ｶﾄﾞ  毎日新聞出版

ﾀｻﾝ志麻 596 ﾀｻ  ﾜﾆﾌﾞｯｸｽ 相場 英雄 913.6 ｱｲ  角川春樹事務所

青木 祐子 913.6 ｱｵ  集英社

香坂 玲  612.3 ｺｳ  岩波書店 原田 ﾏﾊ 913.6 ﾊﾗ  幻冬舎

藤原 智美 616.2 ﾌｼﾞ  ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ社 柳 美里 913.6 ﾕｳ  河出書房新社

三浦 しをん 、他 913.6 ﾐｳ  文藝春秋

徳川美術館 702.1 ﾄｸ  中日新聞社 南木 佳士 913.6 ﾅｷﾞ  文芸春秋

徳川美術館 706.9 ﾄｸ  徳川美術館 日本SF作家ｸﾗﾌﾞ 913.6 ﾆﾎ  早川書房

徳川美術館 721 ﾄｸ 4 徳川美術館 半藤 末利子 914.6 ﾊﾝ  講談社

平木名品ｺﾚｸｼｮﾝ 721 ﾄｸ  徳川美術館 寺田 寅彦 914.6 ﾃﾗ  角川書店

721 ﾄｸ  徳川美術館 内田 樹 914.6 ｳﾁ  文藝春秋

721.4 ﾄｸ  徳川美術館 ｼﾞｪｰﾝ･ｽｰ 914.6 ｼﾞｪ  新潮社

宮本 由紀 723 ﾐﾔ  ﾏｰﾙ社 劉 慈欣  923.7 ﾘｳ 3上・下 早川書房

荻生 昌平 723 ｵｷﾞ同窓生 ｸﾙﾍﾞｳ  929.1 ｸﾙ  ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社絵声 ESSAY 大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした

米騒動絵巻 ★子どもは判ってくれない

将軍の御殿 江戸城障壁画の下絵 ★生きるとか死ぬとか父親とか

ﾒﾝﾀﾙに効く西洋美術 逆境にもくじけないｱｰﾃｨｽﾄたち 三体 3〔上･下〕 死神永生 上･下

徳川美術館ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ﾎﾟｽﾄｺﾛﾅのSF

桃山･江戸絵画の美 硝子戸のうちそと

ぶらり浮世絵散歩 ★ﾋﾟﾀｺﾞﾗｽと豆

人として生まれたからには､一度は田植えをしてから死のうと決めていました｡ ★ねこのおうち

７００　芸　術 ★ｼﾃｨ･ﾏﾗｿﾝｽﾞ

徳川美術館展尾張徳川家の至宝 ★阿弥陀堂だより

伝説の家政婦沸騰ﾜｰﾄﾞ10ﾚｼﾋﾟ ﾚｯﾄﾞﾈｯｸ

６００　産　業 ﾚﾝﾀﾙﾌﾚﾝﾄﾞ

有機農業で変わる食と暮らし ﾖｰﾛｯﾊﾟの現場から ﾘﾎﾞﾙﾊﾞｰ

気候崩壊 次世代とともに考える 恐怖と哀愁の内田百間

ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ大図鑑宇宙探査の歴史 烏百花 白百合の章

本当の自由を手に入れるお金の大学 なぜ秀吉は

発達障害と人間関係 ｶｻﾝﾄﾞﾗ症候群にならないために 黒牢城

５００　技　術 神様の罠

そこに工場があるかぎり 総理の夫 新版

｢数学をする｣ってどういうこと? ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｽﾗﾝﾊﾞｰ A MEMORY

すごすぎる天気の図鑑 空のふしぎがすべてわかる! 刑事という生き方 警察小説ｱﾝｿﾛｼﾞｰ

空飛ぶﾍﾋﾞとｱﾒﾝﾎﾞﾛﾎﾞｯﾄ 動物たちのｽｺﾞ技から生まれたﾃｸﾉﾛｼﾞｰ みかんとひよどり

幻獣の話 六人の嘘つきな大学生

４００　自然科学 最高のｱﾌﾀﾇｰﾝﾃｨｰの作り方

★なっとくする数学記号 π､e､iから偏微分まで わたし､定時で帰ります｡ 2 打倒!ﾊﾟﾜﾊﾗ企業編

新しいｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾆｭｰﾉｰﾏﾙ時代をｻﾊﾞｲﾌﾞする 月下のｻｸﾗ

美しい和菓子の図鑑 めぐりんと私｡

縁食論 孤食と共食のあいだ 風は山から吹いている Why climb mountains with me?

3.11を心に刻んで 2020 ひきこもり図書館 部屋から出られない人のための12の物語

第四次産業革命と教育の未来 ﾎﾟｽﾄｺﾛﾅ時代のICT教育 夏井いつきの世界一わかりやすい俳句の授業

問う方法･考える方法 ｢探究型の学習｣のために 王朝の雅び千年 物語文学の世界 

ﾏﾝｶﾞでわかるLGBTQ+ ｢させていただく｣の語用論 人はなぜ使いたくなるのか

子どもを守る言葉『同意』って何? YES､NOは自分が決める! 英文学教授が教えたがる名作の英語

震災復興10年の総点検 ｢創造的復興｣に向けて ９００　文　学

★日本経済を滅ぼす｢高学歴社員｣という病 ８００　言　語

ﾏｲﾉﾘﾃｨ問題から考える社会学･入門 差別をこえるために ふだん使いの言語学 ｢ことばの基礎力｣を鍛えるﾋﾝﾄ

狙われる18歳!? 消費者被害から身を守る18のQ&A 比べて愉しい国語辞書ﾃﾞｨｰﾌﾟな読み方 

消えたﾔﾏと在日ｺﾘｱﾝ 丹波篠山から考える 教えないｽｷﾙ ﾋﾞｼﾞｬﾚｱﾙに学ぶ7つの人材育成術

心理的安全性のつくりかた ｢心理的柔軟性｣が困難を乗り越えるﾁｰﾑに変える あの夏の正解

ORIGINALS 誰もが｢人と違うこと｣ができる時代 地図ｱﾌﾟﾘで始める山の地図読み

死刑廃止を考える 新版 殿さまとやきもの

そのとき､｢お金｣で歴史が動いた 初音の調度

10代からのSDGs いま､わたしたちにできること ｽﾀｼﾞｵｼﾞﾌﾞﾘ全作品集

Ask yourself! 自分自身を頼みとして生きるということ ｢ない仕事｣の作り方

３００　社会科学 ぼく ﾓｸﾞﾗ ｷﾂﾈ 馬

女たちのﾎﾟﾘﾃｨｸｽ 台頭する世界の女性政治家たち 書の美

　新着本の紹介　　　★読書会推薦本

書　　　名 書　　　名

２００　歴史・地理 ７００　芸　術

第１６５回芥川賞・直木賞

受賞作が７月１4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。

A・ｱｼﾓﾌ

徳川美術館より

寄贈をして頂きました。

徳川美術館より

寄贈をして頂きました。


