
上野 千鶴子 002 ｳｴ  NHK出版

若松 英輔 002 ﾜｶ  NHK出版

森川 博之 007.3 ﾓﾘ  ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

立山 秀利 007.6 ﾀﾃ  ｼﾞｬﾑﾊｳｽ

三宅 香帆  019.9 ﾐﾔ  ﾗｲﾂ社

大澤 夏美 069 ｵｵ 2 国書刊行会

ｴﾘｵｯﾄ･ﾋｷﾞﾝｽﾞ  070.4 ﾋｷﾞ  筑摩書房

野村 総一郎 124.2 ﾉﾑ  文響社

入倉 隆 141.2 ｲﾘ  日経BPﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ｶﾞｲｽﾞ  141.7 ｶﾞ  ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

井上 慎介 146.8 ｲﾉ  ｲﾝﾌﾟﾚｽ

高井 祐子 146.8 ﾀｶ  創元社

玉井 仁  146.8 ﾀﾏ  日本能率協会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ

水島 広子 146.8 ﾐｽﾞ  紀伊國屋書店

植松 努 159 ｳｴ  ｻﾝｸﾁｭｱﾘ出版

大平 信孝 159 ｵｵ  かんき出版

八木 仁平 159 ﾔｷﾞ  角川書店

河合 敦  210 ｶﾜ  あさ出版

本郷 和人 210.1 ﾎﾝ  ｴｸｽﾅﾚｯｼﾞ

中井 由梨子 289.1 ﾅｶ  幻冬舎

ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ･ｽﾉｰﾃﾞﾝ  289.3 ｽﾉ  河出書房新社

角幡 唯介 297.8 ｶｸ 1 集英社

小泉 悠 302.3 ｺｲ  PHP研究所

池上 彰 304 ｲｹ 13 角川書店

内田 樹 304 ｳﾁ  朝日新聞出版

和田 秀樹  中野 信子 304 ﾜﾀﾞ  ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ社

遠藤 誉 319.2 ｴﾝ  PHP研究所

ｴﾏﾆｭｴﾙ･ﾄｯﾄﾞ  319.3 ﾄｯ  文藝春秋

廣瀬 健二 327.8 ﾋﾛ  秀和ｼｽﾃﾑ

矢野恒太記念会 351 ﾔﾉ 2022 矢野恒太記念会

Joe 361.4 ｼﾞ  WAVE出版

ﾏｲｹﾙ･ｻﾝﾃﾞﾙ  361.8 ｻﾝ  早川書房

澁谷 智子 369 ｼﾌﾞ  筑摩書房

藤木 和子 369.2 ﾌｼﾞ  岩波書店

広田 照幸 370 ﾋﾛ  筑摩書房

赤堀 侃司 370.4 ｱｶ  ｼﾞｬﾑﾊｳｽ

永尾 俊彦 373.2 ﾅｶﾞ  岩波書店

鈴木 学  377.9 ｽｽﾞ  大月書店

ﾙﾅ･ｷｮﾝ 383.8 ﾙﾅ  原書房

堀川 惠子 396.7 ﾎﾘ  講談社

ﾗﾝﾄﾞｰﾙ･ﾏﾝﾛｰ  404 ﾏﾝ 1・2 早川書房

竹山 美宏 410 ﾀｹ  森北出版

鯵坂 もっちょ 410.4 ｱｼﾞ  角川書店つれづれなる数学日記

大学生になるってどういうこと? 学習･生活･ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ

知っておきたい!韓国ごはんの常識 ｲﾗｽﾄで見るﾏﾅｰ､文化､ﾚｼﾋﾟ

暁の宇品 陸軍船舶司令官たちのﾋﾛｼﾏ

４００　自然科学

ﾊｳ･ﾄｩｰ Q1 成層圏までｼﾞｬﾝﾌﾟするには

数学書の読みかた

実力も運のうち 能力主義は正義か?

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰってなんだろう

｢障害｣ある人の｢きょうだい｣としての私

学校はなぜ退屈でなぜ大切なのか

AIと人間の学び 壁の向こうで答えているのはAIか人か?

ﾙﾎﾟ大阪の教育改革とは何だったのか

第三次世界大戦はもう始まっている

少年法がよくわかる本 令和3年改正対応!

日本国勢図会 日本がわかるﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ 2022/23

私を振り回してくるあの人から自分を守る本

ｽﾉｰﾃﾞﾝ独白 消せない記録

裸の大地 第1部 狩りと漂泊

３００　社会科学

ﾛｼｱ点描 まちかどから見るﾌﾟｰﾁﾝ帝国の素顔

知らないと恥をかく世界の大問題 13 現代史の大転換点

ﾘｽｸを生きる

20歳(はたち)のｿｳﾙ

小さな習慣

脳の取扱説明書 ｽﾄﾚｽや不安に打ち勝つ最強のﾒﾝﾀﾙをつくる

認知行動療法で｢なりたい自分｣になる 

ﾏﾝｶﾞでやさしくわかる認知行動療法

★10代のうちに知っておきたい折れない心の作り方

★好奇心を“天職"に変える空想教室

★頭のよさとは何か

ｳｸﾗｲﾅ戦争における中国の対ﾛｼｱ戦略 

新着本の紹介　　★読書会推薦本　

０００　総　記

ﾌｪﾐﾆｽﾞﾑがひらいた道

はじめての利他学

やる気に頼らず｢すぐやる人｣になる37のｺﾂ 

★世界一やさしい｢やりたいこと｣の見つけ方 

２００　歴史・地理

面白すぎる!日本史の授業 超現代語訳×最新歴史研究

日本の合戦解剖図鑑 時代を動かした戦がﾏﾙわかり

★ﾃﾞｰﾀ･ﾄﾞﾘﾌﾞﾝ･ｴｺﾉﾐｰ 

高校生からのPython入門

人生を狂わす名著50

ﾐｭｰｼﾞｱﾑｸﾞｯｽﾞのﾁｶﾗ 2

ﾍﾞﾘﾝｸﾞｷｬｯﾄ ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾝﾀｰ､国家の嘘を暴く

１００　哲学・心理学

人生に､上下も勝ち負けもありません

手術をする外科医はなぜ白衣を着ないのか?

２０２２年７月号 No.１８２

令和４年７月１２日
発行／沼津東高等学校図書館

のつぶやき

朝読オススメＰＯＰ

授業で教室に行くと、後ろにｵｽｽﾒ本のPOPが掲示してあ

ります。最近話題の本があるかと思えば、古典といっても

いいような作品があったり、社会問題を扱った本があった

りとﾊﾞﾗｴﾃｨに富んでいて、見ていて楽しくなります。ｸﾗｽﾒ

ｲﾄの読んでいる本を見て、自分も読んでみたいなと思って

くれたら、この企画をした者としてもうれしいです。

読書会推薦図書

ｵｽｽﾒといえば、先生方からのｵｽｽﾒ本が、読書会推薦図書

として皆さんのもとに届いたことと思います。どの本を読

もうか迷っている人もいるでしょう。図書館で展示をして

いますので、手に取って下さい。貸し出しはできませんが、

その場で読む分にはOKです。小説であれば導入の一節を

読むだけでも作品世界を感じることができます。いろいろ

と見比べて下さい。

オススメの本を探す

せっかくの夏休み、宿題の本だけではもったいない。

もっとたくさんの本を自分でも探してみましょう。

皆さんは読みたい本をどうやって選んでいますか。本屋

で表紙を見たり、POPを見たり、売り上げﾍﾞｽﾄ10から選ん

だりするのでしょうか。

メディアからの情報

「ﾀﾞｳﾞｨﾝﾁ」という雑誌が図書館に入っています。これは

本をﾃｰﾒにした雑誌で、新刊本や話題の本についての記事

が書かれています。またﾈｯﾄにも本を紹介したｻｲﾄがたくさ

んあります。最近はTikTokからﾌﾞｰﾑに火がついたというこ

とも多いそうです。

文学賞

先日芥川賞・直木賞が発表されました。やはり受賞作は

気になります。最近は本屋大賞のほうが話題かもしれませ

ん。図書館には歴代の受賞作が揃っていますのでまた探し

てみて下さい。

友人・知人からのオススメ

「誰が薦めているか」というのはとても重要なﾎﾟｲﾝﾄで

す。本はそれを薦めた人の個性をも表しています。薦めら

れた本を読むと、その人のことが少し分かったような気が

します。

信頼のできる人のｵｽｽﾒだからこそ読んでみようとも思う

ものです。

オススメしてみよう

さて、こうして選んだ本を読み終えて楽しかったならば、

ぜひそれを人に伝えて下さい。家族や友人、その本を薦め

てくれた人がいたならばその人には必ず報告をしましょう。

きっと楽しい時間がそこに生まれるはずです。これは読書

に限らないのですが、好きなものをｼｪｱする、それを分か

ち合う、というのはとっても有意義なことであり、一生の

宝物になるのです。

本の表紙を見て、その本を薦めてくれた人の面影を一緒

に思い出す、それは、本が”自分のものになった”瞬間です。

この夏何を読む。（オススメ本の探し方）

図書委員による選書会が行わ

れました。準備ができ次第配架

します。夏休み中の貸し出しも

できます。 お楽しみに。



著者名 請求番号 出版社 著者名 請求番号 出版社

ﾐﾁｵ･ｶｸ  429.6 ｶｸ  NHK出版 宇山 佳佑 913.6 ｳﾔ  集英社

稲垣 栄洋 467.5 ｲﾅ  筑摩書房 乙野 四方字 913.6 ｵﾄ  早川書房

岡崎 雅子 489.5 ｵｶ  実業之日本社 乙野 四方字 913.6 ｵﾄ  早川書房

加藤 俊徳 491.3 ｶﾄ  ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 ｶﾂｾ ﾏｻﾋｺ 913.6 ｶﾂ  双葉社

飯塚 浩 493.7 ｲｲ  ｱﾁｰﾌﾞﾒﾝﾄ出版 君嶋 彼方 913.6 ｷﾐ  角川書店

木村 敏 493.7 ｷﾑ  中央公論新社 櫛木 理宇 913.6 ｸｼ  早川書房

窪 美澄 913.6 ｸﾎﾞ  文藝春秋

秋元 久雄 520.6 ｱｷ  PHP研究所 西條 奈加 913.6 ｻｲ  講談社

石黒 浩 548.3 ｲｼ  岩波書店 砂川 文次 913.6 ｽﾅ  文藝春秋

製粉振興会 596 ｲ  珠川 こおり 913.6 ﾀﾏ  講談社

菅原 佳己 596 ｽｶ  平凡社 知念 実希人 913.6 ﾁﾈ 3 光文社

aki 597.5 ｱｷ  学研ﾌﾟﾗｽ 西村 賢太 913.6 ﾆｼ  新潮社

葉室 麟 913.6 ﾊﾑ 1・2 角川書店

平賀 緑 611.3 ﾋﾗ  岩波書店 古内 一絵 913.6 ﾌﾙ  中央公論新社

ingectar‐e 674.3 ｲﾝ  ｲﾝﾌﾟﾚｽ ﾌﾞﾚｲﾃﾞｨみかこ 913.6 ﾌﾞﾚ  ﾎﾟﾌﾟﾗ社

和田 徹 675.3 ﾜﾀﾞ  ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 町田 そのこ 913.6 ﾏﾁ  小学館

ｳｨﾘｱﾑ･ﾊﾞｰﾝｽﾀｲﾝ  678.2 ﾊﾞ1・2 筑摩書房 宮部 みゆき 913.6 ﾐﾔ  2 PHP研究所

村崎 なぎこ 913.6 ﾑﾗ  小学館

中野 京子 723.3 ﾅｶ  文藝春秋 山本 文緒 913.6 ﾔﾏ  文藝春秋

ﾌﾗﾝﾁｪｽｶ･ｻﾝﾅ 726 ｻﾝ  廣済堂あかつき ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾘ  養老 孟司 914.6 ﾔﾏ  文藝春秋

ﾌﾞﾘｯﾀ･ﾃｯｹﾝﾄﾗｯﾌﾟ 726 ﾃｯ  BL出版 針馬 日出美 915.6 ﾊﾘ  短歌研究所

豊福 まきこ 726 ﾄﾖ  BL出版 信友 直子 916 ﾉﾌﾞ  新潮社

ﾖｼﾀｹ ｼﾝｽｹ 726 ﾖｼ  白泉社 ﾗｲﾏﾝ･ﾌﾗﾝｸ･ﾎﾞｰﾑ  933.7 ﾊﾞ  新潮社

ﾍﾟﾝｷﾞﾝﾎﾞｯｸｽ 726.1 ﾍﾟ  角川書店 L.ﾌﾗﾝｸ･ﾊﾞｰﾑ  933.7 ﾊﾞ  講談社

大黒 達也 761.1 ﾀﾞｲ  朝日新聞出版 ﾌｪﾙﾃﾞｨﾅﾝﾄ･ﾌｫﾝ･ｼｰﾗｯﾊ  943.7 ｼｰ  東京創元社

稲田 豊史 778 ｲﾅ  光文社 武藤 剛史 950.2 ﾑﾄ  講談社

島沢 優子 780.7 ｼﾏ  文藝春秋 ﾊﾟｵﾛ･ｺﾆｪｯﾃｨ 973 ｺﾆ  新潮社

児玉 光雄 783.7 ｺﾀﾞ  三笠書房

鈴木 忠平 783.7 ｽｽﾞ  文藝春秋

羽生 善治 796 ﾊﾌﾞ  ﾒｲﾂﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾝﾃﾝﾂ

森 巧尚 798.5 ﾓﾘ  ﾏｲﾅﾋﾞ出版

小熊 英二 816.5 ｵｸﾞ  講談社

関 正生 835 ｾｷ  角川書店

mami 837.8 ﾏﾐ  角川書店

平野 啓一郎 901.3 ﾋﾗ  PHP研究所

岡本 真帆 911.1 ｵｶ  ﾅﾅﾛｸ社

末次 由紀 911.1 ｽｴ  講談社

青山 美智子 913.6 ｱｵ  宝島社

青山 美智子 913.6 ｱｵ  宝島社

綾崎 隼 913.6 ｱﾔ  ﾎﾟﾌﾟﾗ社

伊坂 幸太郎 913.6 ｲｻ  幻冬舎

絲山 秋子 913.6 ｲﾄ  河出書房新社

今村 翔吾 913.6 ｲﾏ  新潮社

宇佐見 りん 913.6 ｳｻ  河出書房新社くるまの娘

ﾏｲｸﾛｽﾊﾟｲ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ

まっとうな人生

八本目の槍

ただいま神様当番

❇月曜日の抹茶ｶﾌｪ

❇死にたがりの君に贈る物語

小説の読み方

水上ﾊﾞｽ浅草行き

ちはやふる百人一首勉強ﾉｰﾄ

真･英文法大全 700万人を教えた著者が英語の核心を伝える

英語を話すために知っておきたいいらない英文法

９００　文　学

ｹﾞｰﾑ作りで楽しく学ぶPythonのきほん

８００　言　語

基礎からわかる論文の書き方

★大谷翔平勇気をくれるﾒｯｾｰｼﾞ80

嫌われた監督 落合博満は中日をどう変えたのか

将棋のひみつ 見かた･楽しみかたがわかる本

音楽する脳 天才たちの創造性と超絶技巧の科学 ★ｺﾘｰﾆ事件

映画を早送りで観る人たち ﾌｧｽﾄ映画･ﾈﾀﾊﾞﾚ-ｺﾝﾃﾝﾂ消費の現在形 ｻﾝ=ﾃｸﾞｼﾞｭﾍﾟﾘの世界 〈永遠の子ども〉の生涯と思想

ｽﾎﾟｰﾂ毒親 暴力･性虐待になぜわが子を差し出すのか 帰れない山

おくりもの ぼけますから､よろしくお願いします｡

あつかったらぬげばいい ｵｽﾞの魔法使い

おでかけ子ｻﾞﾒ ｵｽﾞの魔法使い

ﾌｪﾙﾒｰﾙとｵﾗﾝﾀﾞ黄金時代 中野京子と読み解く ❇ばにらさま

ひみつのﾋﾞｸﾋﾞｸ 地球､この複雑なる惑星に暮らすこと

かべのむこうになにがある? はりりんの歌

商品はつくるな市場をつくれ 宙ごはん

交易の世界史 ｼｭﾒｰﾙから現代まで 上・下 子宝船 きたきた捕物帖 2

７００　芸　術 百年厨房

６００　産　業 ★はだれ雪 上・下

食べものから学ぶ世界史 人も自然も壊さない経済とは? 銀色のﾏｰﾒｲﾄﾞ

とりあえず､素人っぽく見えないﾃﾞｻﾞｲﾝのｺﾂを教えてください! 両手にﾄｶﾚﾌ

小麦粉の魅力 ❇檸檬先生

47都道府県日本全国地元食図鑑 死神と天使の円舞曲

1秒片づけ 家じゅうのあｰめんどくさいをささっと一瞬!に変える 【ﾔﾏｲﾀﾞﾚ】の歌

５００　技　術 夜に星を放つ

大工のすすめ 楽しく働き続ける､それが人生の成功者 亥子ころころ

ﾛﾎﾞｯﾄと人間 人とは何か 小隊

1万人の脳を見た名医が教えるすごい左利き ❇夜行秘密

ﾒﾝﾀﾙを強くする食習慣 小さな町の精神科の名医が教える ❇君の顔では泣けない

時間と自己 死刑にいたる病

神の方程式 ｢万物の理論｣を求めて ★桜のような僕の恋人

★はずれ者が進化をつくる 生き物をめぐる個性の秘密 僕が愛したすべての君へ

寝ても覚めてもｱｻﾞﾗｼ救助隊 君を愛したひとりの僕へ

★読書会推薦本  　　❇けんご大賞（TikTokｸﾘｴｲﾀｰ・けんごさんが選ぶ「2021年読んで最も面白かった本」）

書　　　名 書　　　名

４００　自然科学 ９００　文　学

夏休み中の図書館開館時間をお知らせします。

自習室の利用時間も同じです。


