
著者名 請求番号 出版社

橋迫 瑞穂 147 ﾊｼ  集英社

ｽﾜﾝ 159 ｽﾜ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

山中 俊之 160 ﾔﾏ  ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ｳｨﾙｷﾝｿﾝ 164 ｳｨ  河出書房新社

本村 のり子  170.4 ﾓﾄ  誠文堂新光社

祝田 秀全 209 ｲﾜ  池田書店

河合 敦  210.1 ｶﾜ  池田書店

門田 隆将  288.4 ｶﾄﾞ  ﾋﾞｼﾞﾈｽ社

野口 芳宣 289.2 ﾉｸﾞ  銀の鈴社

ｴﾃﾞｨ･ｼﾞｪｲｸ  289.3 ｼﾞｴ  河出書房新社

丹羽 宇一郎 335 ﾆﾜ  講談社

松村 圭一郎 366 ﾏﾂ  黒鳥社

澁谷 智子 369 ｼﾌﾞ  中央公論新社

澁谷 智子 369 ｼﾌﾞ  生活書院

左巻 健男 369.3 ｻﾏ  明日香出版社

末冨 芳   369.4 ｽｴ  光文社

ﾌﾞﾚｲﾃﾞｨみかこ 376.3 ﾌﾞ 2 新潮社

小林 武彦 460 ｺﾊﾞ  講談社

村上 靖彦 492.9 ﾑﾗ  中央公論新社

左巻 健男  493.8 ｻﾏ  明日香出版社

風と大地と緑のﾃﾞｻﾞｲﾝ 望月 明 629.7 ﾓﾁ 同窓生文庫 flick studio

全国厄除け郷土玩具 疫病退散!入手先･由来･ご利益のすべてがわかる 中村 浩 759.9 ﾅｶ  誠文堂新光社

植田 一三  830.7 ｳｴ 準2 Jﾘｻｰﾁ出版

植田 一三  830.7 ｳｴ 2級 Jﾘｻｰﾁ出版

植田 一三  830.7 ｳｴ 準1 Jﾘｻｰﾁ出版

飯田 紀久男 910.2 ｲｲ  静岡新聞社

瀬川 雅峰 913.6 ｾｶﾞ 1・2 宝島社

東野 圭吾 913.6 ﾋｶﾞ 10 文藝春秋

寺地 はるな 913.6 ﾃﾗ  PHP研究所

本多 孝好 913.6 ﾎﾝ  集英社

長岡 弘樹 913.6 ﾅｶﾞ X 小学館

門井 慶喜 913.6 ｶﾄﾞ  新潮社

朝井 まかて 913.6 ｱｻ  文藝春秋

著者名 請求番号 出版社 悠木 ｼｭﾝ 913.6 ﾕｳ  双葉社

川口 俊和 913.6 ｶﾜ  ｻﾝﾏｰｸ出版

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾌｧｼｽﾞﾑ 日本の資産と主権が消える 堤 未果 007.3 ﾂﾂ  NHK出版 海堂 尊 913.6 ｶｲ  宝島社

ﾓﾉのなまえ事典 ｱﾚにもｺﾚにも! 杉村 喜光 031 ｽｷﾞ  ﾎﾟﾌﾟﾗ社 喜友名 ﾄﾄ 913.6 ｷﾕ  双葉社

向田 邦子 914.6 ﾑｺ  筑摩書房

よくわかる思考実験 高坂 庵行 116 ｺｳ  ｲｰｽﾄ･ﾌﾟﾚｽ 日本文藝家協会 914.6 ﾆﾎ 2021 光村図書出版

ﾐﾙﾄﾝ･ｴﾘｸｿﾝの催眠療法入門 W.H.ｵﾊﾝﾛﾝ 146.8 ｵﾊ  金剛出版 J.R.R.ﾄｰﾙｷﾝ  933.7 ﾄｰ  評論社ﾍﾞﾚﾝとﾙｰｼｴﾝ

　新着本の紹介 白光

書　　　名 仮面家族

０００　総　記 さよならも言えないうちに

ｺﾛﾅ狂騒録

僕は僕の書いた小説を知らない

１００　哲学・心理学 向田邦子ﾍﾞｽﾄ･ｴｯｾｲ

ﾍﾞｽﾄ･ｴｯｾｲ 2021

ｶﾞﾗｽの海を渡る舟

ｱﾌﾀｰ･ｻｲﾚﾝｽ

教場X 刑事指導官･風間公親

地中の星

英検2級ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ大特訓 大学受験対策はじめてでも一発合格!

英検準1級ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ大特訓 大学受験対策はじめてでも一発合格!

９００　文　学

室生犀星 音楽への愛と祈り

辰巳ｾﾝｾｲの文学教室 上 ・下

透明な螺旋

ｹｱとは何か 看護･福祉で大事なこと

図解身近にあふれる｢感染症｣が3時間でわかる本 

６００　産　業

７００　芸　術

８００　言　語

英検準2級ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ大特訓 大学受験対策はじめてでも一発合格!

生物はなぜ死ぬのか

敗戦後の日本を慈悲と勇気で支えた人 ｽﾘﾗﾝｶのｼﾞｬﾔﾜﾙﾀﾞﾅ大統領

世界でいちばん幸せな男 

３００　社会科学

会社がなくなる!

働くことの人類学 活字版 

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ 介護を担う子ども･若者の現実

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰわたしの語り 子どもや若者が経験した家族のｹｱ･介護

図解身近にあふれる｢自然災害｣が3時間でわかる本 

子育て罰 ｢親子に冷たい日本｣を変えるには

ぼくはｲｴﾛｰでﾎﾜｲﾄで､ちょっとﾌﾞﾙｰ 2

４００　自然科学

あなたの24時間はどこへ消えるのか 

世界5大宗教入門 

なぜ女系天皇で日本が滅ぶのか

新着本の紹介

書　　　名

１００　哲学・心理学

妊娠･出産をめぐるｽﾋﾟﾘﾁｭｱﾘﾃｨ

世界の神話と英雄大図鑑

神社語辞典 神社にまつわる言葉

２００　歴史・地理

ﾏﾝｶﾞでわかる世界史

ﾏﾝｶﾞでわかる日本史

秋も深まってきました。今年の冬はﾗﾆｰﾆｬ現象の影響で寒

いのだとか。ｺﾛﾅ禍に加えて、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞや風邪の対策も怠る

ことのできない季節になりそうです。

三年生は受験対策もいよいよ佳境にはいるころでしょうか。

記念館の自習室も多くの生徒が利用しています。今年はまだ

まだ閲覧室のｽﾍﾟｰｽが空いています。広い机でじっくりと取

り組むなら、閲覧室もｵｽｽﾒです。

小論文対策

受験といえば、小論文対策をそろそろ考えている人もいる

ことでしょう。小論文は文章力もさることながら、どれだけ

そのﾃｰﾏについて知っているか、考えているかが問われます。

そのためにも想定されるﾃｰﾏについての知識を増やすことが

先決です。

小論文のｽﾀｰﾄはﾈﾀ集め

まず、理系については、「ﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸｽ」「岩波科学ﾗｲﾌﾞﾗ

ﾘ」「知りたいｻｲｴﾝｽ」があります。ｶｳﾝﾀｰ近くの回転書架に

配架されています。先月回転書架を一つ増やしました。中に

並べられている本は最新版です。雑誌では「Newton」とそ

の別冊もとても有用です。こちらも最新のものに入れ替えて

います。（ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰもあります。）なお、哲学や心理学を

ﾃｰﾏにした号もありますので、文系の人も一見の価値ありで

す。

社会問題について書かれた本については、「新書」が最適

です。最新のものはｶｳﾝﾀｰ前の平台に陳列してありますし、

書架にも分野ごとにまとめて配架されています。

新書よりももう少し読みやすいものというと「岩波ﾌﾞｯｸﾚｯ

ﾄ」があります。自習室入り口近くに棚があります。以前ｾﾝ

ﾀｰ試験の「国語」でﾌﾞｯｸﾚｯﾄから出題されたこともあります。

薄い本で一つのﾃｰﾏに絞って書かれているので、何から手を

付けようか迷ったらまずはﾌﾞｯｸﾚｯﾄから入るのがいいと思い

ます。

時事問題には「現代用語の基礎知識」「文藝春秋ｵﾋﾟﾆｵﾝ～

年の論点」があります。そしてなによりも日常的に新聞に目

を通すことはいうまでもありません。

図書館にはｺﾋﾟｰ機もあります。必要な資料はどんどんｺﾋﾟｰ

を取って下さい。（1枚10円）

書く力を付けるには

知識と並行して書く練習も必要になります。小論文の書き

方についての本も多数有りますのでみてください。小論文の

練習の初歩としてよく「新聞ｺﾗﾑの要約」があります。図書

館にある朝日新聞と静岡新聞は過去1年分を束ねて保管して

ありますし、朝日新聞については縮刷版が過去何年にもわ

たって保管してあります。（棚にないものは書庫にありま

す。）関心のあるﾃｰﾏについて書かれた記事を探して、要約

にﾁｬﾚﾝｼﾞしてみてください。

自分なりの視点と論点で

高く評価されるためには広い視野が必要です。同じ問題に

ついても立場の違いで結論も当然変わります。一つの本を読

んでそれで終わりにするのではなく、時には相反する主張の

ものも読んでください。一概に賛成反対と言い切れない問題

だからこそ小論文のﾃｰﾏになるのです。安易に賛成反対を決

めるのではなく、また誰でも思いつく安易な結論に収まるの

でもなく、独自の視点とそれを説得できるだけの十分な論拠

を身につけるためにぜひ図書館を活用してください。

英語対策も図書館で

実は図書館には英語ｺﾝﾃﾝﾂもそろっています。まずは、雑

誌「English Journal」と新聞「Asahi Weeky」があります。

またちょっと見つけにくいかもしれませんが、英語の本のｺｰ

ﾅｰもあります。「多読法」というそうですが、やさしい英語

の本を毎日読み続けてなじんでゆくことは英語の力をつける

のにたいへん有効なのだとか。図書館には多読法に使えるや

さしい英語の本がたくさんありますので、ぜひ使ってくださ

い。（利用が増えれば、新しい本の購入も検討します。）

「英語読書を楽しく続けるための多読三原則」

① 辞書は引かない⇒辞書を引かずに楽しめるものを読む

② わからないところは飛ばす⇒わかるところをつなげて読む

③ つまらなければやめる⇒自分が面白いと思う本を選んで読む

静かな図書館で集中し、見事志望校合格を勝ち取ってくだ

さい。
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受験対策に図書館を


