
著者名 請求番号 出版社

城田 比佐子 007.6 ｼﾛ 2022 翔泳社

植原 亮 141.5 ｳｴ  勁草書房

ﾄﾞﾈﾗ･H.ﾒﾄﾞｳｽﾞ 141.5 ﾒﾄﾞ  英治出版

伊藤 亜紗  151.5 ｲﾄ  集英社

浅沼 宏和 159.4 ｱｻ  ぱる出版

ﾕｳﾞｧﾙ･ﾉｱ･ﾊﾗﾘ 原案 209 ﾊﾗ 2 河出書房新社

福村 国春 209.5 ﾌｸ  光文社

漆原 和子 290 ｳﾙ  ﾅｶﾆｼﾔ出版

ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ･ﾌｫﾝ･ﾌﾝﾎﾞﾙﾄ  296 ﾌﾝ  筑摩書房

前田 耕作 302.2 ﾏｴ  明石書店

前野 隆司 336.2 ﾏｴ  日経BPﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･J.ｳｨｰﾄﾘｰ  336.3 ｳｨ  英治出版

矢野恒太記念会 350.9 ﾔﾉ 2021 矢野恒太記念会

矢野恒太記念会 351 ﾔﾉ 2021 矢野恒太記念会

ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ･G.ﾏｰﾃﾝ  361.7 ﾏｰ  有斐閣

岸本 裕史 375.1 ｷｼ  大月書店

地理教育ｼｽﾃﾑｱﾌﾟﾛｰﾁ研究会  375.3 ﾁﾘ  古今書院

佐藤 雅彦  410 ｻﾄ  岩波書店

村山 斉 443.9 ﾑﾗ  幻冬舎

岩田 修二 450 ｲﾜ  東京大学出版会

田島 木綿子 489 ﾀｼﾞ  山と溪谷社

笹沢 教一 498.6 ｻｻ  集英社

日経BP 504 ﾆｯ  日経BPﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

ｲﾉｳ 509.2 ｲﾉ  技術評論社

ﾄﾚｲｼｰ･ｽﾄﾚﾝｼﾞ 519 ｽﾄ  明石書店

ﾏｼｭｰ･ﾗｲｽ  523.3 ﾗｲ  ｴｸｽﾅﾚｯｼﾞ

soeasy 590 ｿｰ  角川書店

荻生 昌平 723 ｵｷﾞ 同窓生 沼津文化協会

ｻｲﾓﾝ･ﾋﾞｰｸﾛﾌﾄ 726.1 ｼｭ  河出書房新社

大西 泰斗 830 ｵｵ  幻冬舎

船橋 由紀子 837.8 ﾌﾅ  かんき出版

今村 翔吾 913.6 ｲﾏ  集英社

宇佐美 まこと 913.6 ｳｻ  祥伝社

桐野 夏生 913.6 ｷﾘ  朝日新聞出版

小松 江里子 913.6 ｺﾏ  講談社

高田 郁 913.6 ﾀｶ 10 角川春樹事務所

辻村 深月 913.6 ﾂｼﾞ  角川書店

辻堂 ゆめ 913.6 ﾂｼﾞ  小学館

１００　哲学・心理学

思考力改善ﾄﾞﾘﾙ 批判的思考から科学的思考へ

ｼｽﾃﾑ思考をはじめてみよう

｢利他｣とは何か

ﾄﾞﾗｯｶｰに学ぶ｢ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾜｰｸﾗｲﾌ｣のすすめ

２００　歴史・地理

漫画ｻﾋﾟｴﾝｽ全史 文明の正体編

夢中になる東大世界史 15の良問に学ぶ世界の成り立ち

　新着本の紹介　　

書　　　名

０００　総　記

出るとこだけ!ITﾊﾟｽﾎﾟｰﾄﾃｷｽﾄ&問題集 対応試験:IP 2022年版

世界国勢図会 世界がわかるﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ 2021/22

日本国勢図会 日本がわかるﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ 2021/22

ﾋｭｰﾏﾝ･ｴｺﾛｼﾞｰ入門 持続可能な発展へのﾆｭｰ･ﾊﾟﾗﾀﾞｲﾑ

見える学力､見えない学力 改訂版

ｼｽﾃﾑ思考で地理を学ぶ 持続可能な社会づくりのための授業ﾌﾟﾗﾝ

４００　自然科学

図説世界の地域問題

ﾌﾝﾎﾞﾙﾄ自然の諸相 熱帯自然の絵画的記述

３００　社会科学

ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝを知るための70章

ｼｽﾃﾑ×ﾃﾞｻﾞｲﾝ思考で世界を変える 慶應SDM｢ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝのつくり方｣

ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟとﾆｭｰｻｲｴﾝｽ

世界を変える100の技術 2030年を予測

ひとめでわかる産業図鑑&業界地図 改訂新版

よくわかる持続可能な開発 経済､社会､環境をﾘﾝｸする

英国建築の解剖図鑑

暮らしのｱｲﾃﾞｱｽｲｯﾁ おどろくほど役立つ生活の知恵134

７００　芸　術

解きたくなる数学

宇宙はなぜ美しいのか 究極の｢宇宙の法則｣を目指して

統合自然地理学

海獣学者､ｸｼﾞﾗを解剖する｡ 海の哺乳類の死体が教えてくれること

ｺﾛﾅとWHO 感染症対策の｢司令塔｣は機能したか

５００　技　術

塞王の楯

羊は安らかに草を食み

砂に埋もれる犬

天外者(てんがらもん) 映画ﾉﾍﾞﾗｲｽﾞ

あきない世傳金と銀 10 合流篇

闇祓

紫乃糸 前田千寸物語

ﾋﾟｰﾅｯﾂ大図鑑

８００　言　語

大西泰斗のそれわ英語ぢゃないだらふ

英会話は筋ﾄﾚ｡ 中2ﾚﾍﾞﾙの100例文だけ!1か月で英語がｽﾗｽﾗしゃべれる｡

９００　文　学

十の輪をくぐる

２０２２年１月号 No.１７６

令和４年１ 月１７日
発行／沼津東高等学校図書館

のつぶやき 明けましておめでとうございます

休館日のお知らせ

2月2日（水）はマラソン大会の

ため休館となります。
発表は1月19日（水）です。図書館に所蔵された

ノミネート作品を読んで、予想してみましょう！

直木賞ノミネート作品

本年の干支は壬寅（みずのえとら）

壬（みずのえ）は十干の九番目。壬の字は「妊」につなが

り、植物の内部に種子が生まれた状態を表しています。ま

た、寅（とら）は十二支の三番目。「動く」という意味の

「螾」（いん）につながり、春が来て草木が生ずる状態を

表しているとされています。長い冬が終わり、そろそろ明

るい兆しが欲しいものです。

さて今年もまずは寅年生まれの作家の紹介から始めます。

・内田樹

哲学者であるとともに合気道の武道家という面も持って

います。専門はﾌﾗﾝｽ哲学。特に身体論を武道や能と結びつ

けて論じている点が興味深い。教科書や問題集にもよく

載っています。

・星新一

SF作家。ｼｮｰﾄｼｮｰﾄという形式で多くの作品を発表しまし

た。短いものでは1ﾍﾟｰｼﾞに満たないものもあり、手軽に読

めることや、短さの中にも深く考えさせるどんでん返しが

込められていることで多くのﾌｧﾝがいます。環境問題を考え

させるものとしては『おーい、でてこーい』が印象的です。

・横溝正史

『八つ墓村』などの金田一耕助ｼﾘｰｽﾞで有名。ﾒﾃﾞｨｱﾐｯｸｽ

の先駆けとなる角川映画で大流行しました。「読んでから

見るか、見てから読むか」のｷｬｯﾁｺﾋﾟｰのとおり、映画と書

籍の両輪でﾌﾞｰﾑを作る角川商法は一つの時代を作りました。

西洋から輸入した「探偵もの」を日本的な情緒の中に結び

つけ、映画による映像でそれを補強し、独特の世界観を作

りだしました。

・大林宣彦

小説家ではありませんが映画繋がりで紹介します。映画

監督として数多くの作品を残し、特に氏のふるさとである

尾道を舞台にした「尾道三部作」（「転校生」「時をかけ

る少女」「さびしんぼう」）は今でも愛されています。こ

のおかげで尾道という土地も有名になり、多くの観光客が

訪れるようになりました。

・上橋菜穂子

『精霊の守り人』『獣の奏者』『鹿の王』などのﾌｧﾝﾀｼﾞｰ

小説で有名。『精霊の守人』の主人公ﾊﾞﾙｻのｽﾄｲｯｸな強さは

とても魅力的です。

・松谷みよ子

児童文学家。『ﾓﾓちゃんとｱｶﾈちゃんの本』の他、日本の

昔話を採録した作品も多く、『竜の子太郎』は私の原風景

ともいえる作品です。また原爆をﾃｰﾏにした『ふたりのｲｰ

ﾀﾞ』という作品もあります。

・茨木のり子

詩人。『わたしが一番きれいだったとき』は私も授業で

扱いました。戦争から新たな一歩を踏み出そうとする、そ

んな勇気がもらえる作品です。

・俵万智

歌人。『ｻﾗﾀﾞ記念日』で一世を風靡しました。『恋する

伊勢物語』などのｴｯｾｲも数多く執筆しています。なお、恩

師である佐佐木幸綱も寅年生まれです。

・瀬尾まいこ

最近の作家では彼女も寅年生まれです。『そして、ﾊﾞﾄﾝ

は渡された』は本屋大賞にも選ばれました。

今年も多くの本との出会いがありますように。

コラムで

紹介された本



著者名 請求番号 出版社

深沢 仁 913.6 ﾌｶ  ﾎﾟﾌﾟﾗ社

万城目 学 913.6 ﾏｷ 1・2 幻冬舎

町田 そのこ 913.6 ﾏﾁ  中央公論新社

丸山 正樹 913.6 ﾏﾙ  光文社 著者名 請求番号 出版社

道尾 秀介 913.6 ﾐﾁ  集英社 中嶋 彰 289.1 ﾅｶ  講談社

湊 かなえ 913.6 ﾐﾅ  幻冬舎 佐倉 統 404 ｻｸ  講談社

湊 かなえ 913.6 ﾐﾅ 2 幻冬舎 大隅 典子  407 ｵｵ  講談社

柚月 裕子 913.6 ﾕｽﾞ  文藝春秋 鈴木 貫太郎 410 ｽｽﾞ  講談社

獅子ひろし 913.6ｼｼ同窓生 日本作家クラブ 津田 一郎 410.4 ﾂﾀﾞ  講談社

小手鞠 るい 914.6 ｺﾃﾞ  出版芸術社 細矢 治夫 414.1 ﾎｿ  講談社

赤井 益久 928 ｱｶ 詩8 明治書院 柳谷 晃 414.1 ﾔﾅ  講談社

小笠 英志 415.7 ｵｶﾞ  講談社

深川 峻太郎 421.2 ﾌｶ  講談社

長谷川 修司 428 ﾊｾ  講談社

浅田 秀樹 441.1 ｱｻ  講談社

著者名 請求番号 出版社 鳴沢 真也 443.4 ﾅﾙ  講談社

佐藤 成美 376.8 ｻﾄ  ぺりかん社 古川 武彦  451.2 ﾌﾙ  講談社

山下 久猛 376.8 ﾔﾏ  ぺりかん社 蒲生 俊敬 452.2 ｶﾞﾓ  講談社

D.ｻﾀﾞｳﾞｧ ほか 460 ｻﾀﾞ 1 講談社

D.ｻﾀﾞｳﾞｧ ほか 460 ｻﾀﾞ 2 講談社

D.ｻﾀﾞｳﾞｧ ほか 460 ｻﾀﾞ 3 講談社

馬場 悠男 469.4 ﾊﾞﾊﾞ  講談社

著者名 請求番号 出版社 増田 隆一 481.3 ﾏｽ  講談社

飯島 一孝 366 ｲｲ 21 ぺりかん社 毛内 拡 491.3 ﾓｳ  講談社

小杉 眞紀 366 ｺｽ 156 ぺりかん社 石田 浩司 491.3 ｲｼ  講談社

田中 英樹 366 ﾀﾅ 61 ぺりかん社 柴田 重信 498.5 ｼﾊﾞ  講談社

小熊 みどり 366 ｵｸ 37 ぺりかん社 向井 千秋 538.9 ﾑｶ  講談社

著者名 請求番号 出版社

著者名 請求番号 出版社 荒舩 良孝 445 ｱﾗ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

池内 了 　 316.1 ｲｹ 岩波書店 本丸 諒 410.7 ﾎﾝ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

日本原水爆被害者団体協議会 319.8 ﾆﾎ 岩波書店

田沼 武能 369.4 ﾀﾇ 岩波書店

駒込 武 377.2 ｺﾏ 岩波書店

藤井 英二郎 　 518.8 ﾌｼﾞ 岩波書店

永幡 嘉之 519.8 ﾅｶ 岩波書店 著者名 請求番号 出版社

井田 徹治 400 ｲﾜ 301 岩波書店

谷口 隆 400 ｲﾜ 302 岩波書店

今泉 允聡 400 ｲﾜ 303 岩波書店

寺田 寅彦 400 ｲﾜ 304 岩波書店

著者名 請求番号 出版社 斎藤 毅 400 ｲﾜ 305 岩波書店

西 研 002 ﾆｼ ＮＨＫ出版 椿 玲未 400 ｲﾜ 306 岩波書店

山本 芳久 002 ﾔﾏ ＮＨＫ出版 有田 正規 400 ｲﾜ 307 岩波書店

ﾋﾄｺﾌﾞﾗｸﾀﾞ層ぜっと 上･下

星を掬う

ﾜﾝﾀﾞﾌﾙ･ﾗｲﾌ 書　　　名

N 早すぎた男 南部陽一郎物語 時代は彼に追いついたか

　新着本の紹介　　　

書　　　名

９００　文　学

この夏のこともどうせ忘れる

野村胡堂記念文芸同人雑誌「文芸」25号 数学とはどんな学問か? 数学嫌いのための数学入門

今夜もそっとおやすみなさい 四角形の七不思議 いちばん身近な図形の深遠な世界

新釈漢文大系 詩人編8 韓愈･柳宗元 円周率πの世界 数学を進化させた｢魅惑の数｣のすべて

山女日記 科学とはなにか 新しい科学論､いま必要な三つの視点

残照の頂 山女日記 続 理系女性の人生設計ｶﾞｲﾄﾞ 自分を生かす仕事と生き方

ﾐｶｴﾙの鼓動 大学入試数学不朽の名問100 大人のための“数学腕試し"

農学部 中高生のための学部選びｶﾞｲﾄﾞ 図解･天気予報入門 ｹﾞﾘﾗ豪雨や巨大台風をどう予測するのか

経済学部 中高生のための学部選びｶﾞｲﾄﾞ ｲﾝﾄﾞ洋 日本の気候を支配する謎の大海

ｶﾗｰ図解ｱﾒﾘｶ版新･大学生物学の教科書 第1巻 細胞生物学

ｶﾗｰ図解ｱﾒﾘｶ版新･大学生物学の教科書 第2巻 分子遺伝学

多様体とは何か 空間と次元から学ぶ現代科学の基礎概念

ｱｲﾝｼｭﾀｲﾝ方程式を読んだら｢宇宙｣が見えた ｶﾞﾁﾝｺ相対性理論

ﾄﾎﾟﾛｼﾞｶﾙ物質とは何か 最新･物質科学入門

三体問題 天才たちを悩ませた400年の未解決問題

書　　　名 連星からみた宇宙 超新星からﾌﾞﾗｯｸﾎｰﾙ､重力波まで

被爆者からあなたに いま伝えたいこと

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｴﾝｼﾞﾆｱになるには 呼吸の科学 いのちを支える驚きのﾒｶﾆｽﾞﾑ

社会福祉士･精神保健福祉士になるには 食べる時間でこんなに変わる時間栄養学入門 

環境専門家になるには ｽﾍﾟｰｽ･ｺﾛﾆｰ宇宙で暮らす方法

ｶﾗｰ図解ｱﾒﾘｶ版新･大学生物学の教科書 第3巻 生化学･分子生物学

｢顔｣の進化 あなたの顔はどこからきたのか

書　　　名 うんち学入門 生き物にとって｢排泄物｣とは何か

弁護士になるには 脳を司る｢脳｣ 最新研究で見えてきた､驚くべき脳のはたらき

ｷﾘｽﾄ教の核心をよむ 学術出版の来た道

学部選びの新着本

進路関係の新着本

教養書の新着本

科学新書の新着本

子どもの算数､なんでそうなる?

深層学習の原理に迫る 数学の挑戦

名随筆で学ぶ英語表現 寺田寅彦in English

書　　　名 抽象数学の手ざわり ﾋﾟﾀｺﾞﾗｽの定理から圏論まで

しあわせの哲学 ｶｲﾒﾝ すてきなｽｶｽｶ

ﾄｯﾄちゃんと訪ねた子どもたち 撮り続けて三十五年 ﾌｫﾄｴｯｾｲ

｢私物化｣される国公立大学

街路樹は問いかける 温暖化に負けない〈緑〉のｲﾝﾌﾗ

里山危機 ﾌｫﾄ･ﾚﾎﾟｰﾄ 東北からの報告 書　　　名

次なるﾊﾟﾝﾃﾞﾐｯｸを回避せよ 環境破壊と新興感染症

書　　　名

書　　　名 生き物がいるかもしれない星の図鑑

日本学術会議の使命 数学ですごい｢脳ﾄﾚ｣ 今日から直感力､論理力､思考力が鍛えられる!

ｻｲｴﾝｽｱｲ
「科学の世紀」の羅針盤。

岩波科学ﾗｲﾌﾞﾗﾘ—
自然科学分野とその境界領域まで幅広いテーマで

わかりやすく楽しく伝える科学読み物シリーズ

学びのきほん
教養書の’革命児’は読んだら実践したくなる。

岩波ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ
『はじめの一歩、初めの一冊』

なるにはBOOK

現代社会のほとんどの職種をカバーするシリーズ。

中高生のための学部選びｶﾞｲﾄﾞ
進路を考える手助けをするシリーズ。

直木賞ノミネート作品


