
高岡 容子 014.6 ﾀｶ  少年写真新聞社

齊藤 誠一 017 ｻｲ  少年写真新聞社

CHIKU 017 ﾁｸ 2 少年写真新聞社

伊豆文学ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 093 ｲｽﾞ  羽衣出版

細谷 功  141.5 ﾎｿ  ｲﾝﾌﾟﾚｽ

ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾘ 281 ﾔﾏ  昭文社

池上 彰  保阪 正康 304 ｲｹ  朝日新聞出版

｢外交｣委員会 319.1 ｶﾞ 70 都市出版

｢外交｣委員会 319.1 ｶﾞ 71 都市出版

｢外交｣委員会 319.1 ｶﾞ 72 都市出版

白川 優子 329.3 ｼﾗ  集英社

厚切りｼﾞｪｲｿﾝ 338.8 ｱﾂ  ぴあ

佐々木 彈 350.1 ｻｻ  西東社

秀島 史香 361.4 ﾋﾃﾞ  朝日新聞出版

貴志 俊彦 361.4 ｷｼ  中央公論新社

前沢 政次 366 ﾏｴ 別 ぺりかん社

清水 潔 368.6 ｼﾐ  新潮社

Graham Pullin 369.2 ﾌﾟ  ｵｰﾑ社

鎌田 和宏 375.1 ｶﾏ  少年写真新聞社

大岳 美帆 376.8 ｵｵ  ぺりかん社

橋口 佐紀子 376.8 ﾊｼ  ぺりかん社

芳沢 光雄 410 ﾖｼ  岩波書店

堀川 晃菜 430.7 ﾎﾘ  ぺりかん社

近藤 滋 463.7 ｺﾝ  角川書店

保谷 彰彦 481.1 ﾎﾔ  文一総合出版

真木 悠介 481.7 ﾏｷ  岩波書店

ﾀｹﾑﾗ ﾀﾞｲ 596 ﾀｹ  宝島社

JA全農広報部 596.3 ｾﾞ  角川書店

宮津 大輔 709 ﾐﾔ  青幻舎

栗山 祐哉 786.1 ｸﾘ  池田書店

阿部 公彦  東京大学文学部広報委員会 編 810.7 ｱﾍﾞ  集英社

円満字 二郎 811.2 ｴﾝ  講談社

新田 誠吾 816.5 ﾆｯ  すばる舎

小林 真大 901 ｺﾊﾞ  五月書房新社

中山 可穂 913.6 ﾅｶ  河出書房新社

大山 淳子 913.6 ｵｵ 1 ﾎﾟﾌﾟﾗ社

垣谷 美雨 913.6 ｶｷ  双葉社

平野 啓一郎 913.6 ﾋﾗ  講談社

佐伯 泰英 913.6 ｻｴ  光文社

８００　言　語

９００　文　学

浮世小路の姉妹

文学のﾄﾘｾﾂ ｢桃太郎｣で文学がわかる!

白い薔薇の淵まで

４００　自然科学

あなたの人生､片づけます

ﾄﾞｰﾝ

美術作品の修復保存入門 古美術から現代ｱｰﾄまで

新しい登山の教科書 ｢安全に､楽に､登る｣

ことばの危機 大学入試改革･教育政策を問う

漢字の使い分け図鑑 ﾏﾝｶﾞでわかる 記憶に定着!

はじめてでも､ふたたびでも､これならできる!

あずかりやさん 〔1〕

５００　技　術

７００　芸　術

生きもの毛事典

自我の起原 愛とｴｺﾞｲｽﾞﾑの動物社会学

冷凍食品ｱﾚﾝｼﾞ神ﾚｼﾋﾟ大全123品+∞ 

JA全農広報部さんにきいた世界一おいしい野菜の食べ方

人間科学部 中高生のための学部選びｶﾞｲﾄﾞ

歯学部 中高生のための学部選びｶﾞｲﾄﾞ

３００　社会科学

ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂの学び 理系的思考のすすめ

化学技術者･研究者になるには

波紋と螺旋とﾌｨﾎﾞﾅｯﾁ

なぜか聴きたくなる人の話し方

帝国日本のﾌﾟﾛﾊﾟｶﾞﾝﾀﾞ ｢戦争熱｣を煽った宣伝と報道

２００　歴史・地理

桶川ｽﾄｰｶｰ殺人事件 遺言

ﾃﾞｻﾞｲﾝと障害が出会うとき

大人になる前に知る老いと死

入門情報ﾘﾃﾗｼｰを育てる授業づくり 教

外交 Vol.70 特集COP26と気候変動外交

外交 Vol.71 特集2022年世界と日本の選択

外交 Vol.72 特集ｳｸﾗｲﾅ侵攻の衝撃波

紛争地のﾎﾟｰﾄﾚｰﾄ ｢国境なき医師団｣看護師が出会った人々

ｼﾞｪｲｿﾝ流お金の増やし方 ｺﾚだけやれば貯まる!

知識ｾﾞﾛでも楽しく読める!統計学のしくみ ｲﾗｽﾄ&図解

学校図書館を彩る切り絵かざり 2

｢伊豆文学賞｣優秀作品集 第25回

具体と抽象 世界が変わって見える知性のしくみ

１００　哲学・心理学

歴史の予兆を読む

Woman's Style 100 日本の女性偉人たち

新着本の紹介　　　

０００　総　記

図書館のための簡単な本の修理

学校図書館で役立つﾚﾌｧﾚﾝｽ･ﾃｸﾆｯｸ

読書感想文

今年の読書感想文は納得のいくものが書けましたか。最

近は読書感想文のHowToを紹介する記事や動画までもが

出回っております。どう書けばよいかがわかりにくいのは、

「読書」「感想」「文」のどこに重点を置けばいいのかが

わかりにくいからかもしれません。

「全国読書感想文ｺﾝｸｰﾙ」は1955年からｽﾀｰﾄしました。ｺﾝ

ｸｰﾙである以上審査基準がありますが、その一つに「読書

によって得た自己の変革がみられるか」というものがあり

ます。読書によってどう成長したかという主観的な側面が

審査の対象となるのです。つまり感想文で書くべきなのは、

本を読んで感動した「自分」なのです。

書評

主観を論じることから、さらにそれを共感してもらおう

とすれば、それは「書評」というｼﾞｬﾝﾙになります。近年

はやりの「ﾋﾞﾌﾞﾘｵﾊﾞﾄﾙ」は”知的書評合戦”といわれていま

す。ﾊﾞﾄﾗｰが紹介する本を「読みたい」と思ってもらえる

かどうかで勝敗が決まります。自分の感想に共感してもら

うためには、本そのものの魅力が必要になります。自分が

感動したということもその作品の魅力の一要素であり、注

目すべきはあくまでもその「作品」です。

批評

書評をさらに進めると文芸批評になります。作品の魅力

の理由に迫るのです。

例えば図書館には『教科書御用達小説の主人公はｸｽﾞでﾍﾀﾚ

ばかり』という本があります。ほぼすべての教科書に採択

されている『羅生門』や『こころ』について、授業とは別

の角度から光を当てて解説しています。なぜ主人公は”ﾍﾀﾚ

“なのか。実はそこに小説という芸術の秘密が隠されてい

ます。

皆さんは文学とは何を研究するのか疑問に思ったことは

ありませんか。「夏目漱石について論じる」といっても、

それは読書感想文と何が違うのか。それがわからないと学

問としての文学を研究することはできないでしょう。

それを知るためには文学の入門書を読む必要があります。

この手の本はたくさんありますが、図書館にある本では

『文学のﾄﾘｾﾂ』という本がわかりやすいかもしれません。

この本は文芸批評についてその歴史をたどる形で教えてく

れます。「印象批評」から「構造主義」「脱構築主義」な

どへと批評のｽﾀｲﾙも変化しています。そこで論じられるの

はそのような作品が生まれた必然、「人間とは何か」「社

会とは何か」という問題です。

感想文から批評へ

「自分」から「作品」、そして「社会」「人間」へ。関心

のﾚﾝｼﾞを広げ世界の秘密を探るために、「文芸批評」のﾃｸ

ﾆｯｸを使い作品と格闘してみませんか。まずは構造主義の

「二項対立」を知るだけでも世界の見方が変わりますよ。

２０２２年９月号 No.１８３

令和４年９月５日
発行／沼津東高等学校図書館

卒業生より寄贈されました

図書委員のオススメ本

『夜に星を放つ』

窪 美澄/著

文藝春秋

『おいしいごはんが

食べられますように』

高瀬 隼子/著

講談社

図書館に配架されています。貸出中の本は予約ができます。

９

読書感想文のその先に
のつぶやき

芥川賞受賞 直木賞受賞



著者名 請求番号 出版社

著者名 請求番号 出版社

三宅 香帆 816 ﾐﾔ  ｻﾝｸﾁｭｱﾘ出版

誉田 哲也 913.6 ﾎﾝ  文藝春秋

原田 ﾏﾊ 913.6 ﾊﾗ  河出書房新社 TYPE-MOON 913.6 ﾀｲ 4・5 角川書店

清少納言 　橋本 治 914.3 ｾｲ 1～３ 河出書房新社 松岡 圭祐 913.6 ﾏﾂ 1・2 角川書店

大竹 英洋 914.6 ｵｵ  文藝春秋 白川 紺子 913.6 ｼﾗ 1・2 集英社

原 武史 916 ﾊﾗ  講談社 日向 夏 913.6 ﾋｭ 1・2 主婦の友社

ｻﾗ･ﾋﾟﾝｽｶｰ 933.7 ﾋﾟ  竹書房 桃戸 ﾊﾙ 913.6 ﾓﾓ  講談社

ｱﾝﾃﾞｨ･ｳｨｱｰ  小 933.7 ｳｨ 1・２ 早川書房 桃戸 ﾊﾙ 913.6 ﾓﾓ  講談社

ｱｶﾞｻ･ｸﾘｽﾃｨ  933.7 ｸﾘ  東京創元社 桃戸 ﾊﾙ 913.6 ﾓﾓ  講談社

ｼﾞｯﾄﾞ  955.7 ｼﾞ  光文社 桃戸 ﾊﾙ 913.6 ﾓﾓ  講談社

似鳥 鶏 913.6 ﾆﾀ  角川書店

辻 真先 913.6 ﾂｼﾞ  徳間書店

近藤 史恵 913.6 ｺﾝ  双葉社

集英社文庫集部 913.6 ｼｭ  集英社

望月 麻衣  913.6 ﾓﾁ 1 文藝春秋

望月 麻衣  913.6 ﾓﾁ 2 文藝春秋

樺沢 紫苑  002.7 ｶﾊﾞ  ｻﾝｸﾁｭｱﾘ出版 望月 麻衣  913.6 ﾓﾁ 3 文藝春秋

瀬川 貴次 913.6 ｾｶﾞ7 ～9 集英社

孔子  安冨 歩 123.8 ｺｳ  ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ 一条 岬 913.6 ｲﾁ  角川書店

ﾏﾙｸｽ･ｱｳﾚﾘｳｽ  131.5 ﾏﾙ  ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ 顎木 あくみ 913.6 ｱｷﾞ 1・2 角川書店

柿内 尚文 141.5 ｶｷ  かんき出版 西尾 維新 913.6 ﾆｼ  講談社

ｶﾏたく 159 ｶﾏ  角川書店 村崎 羯諦 913.6 ﾑﾗ  小学館

志賀内 泰弘 913.6 ｼｶﾞ 5 PHP研究所

二木 謙一 281 ﾌﾀ  ｳｪｯｼﾞ 神永 学 913.6 ｶﾐ  講談社

名越 健郎 289.3 ﾅｺﾞ  文藝春秋 黒川 慈雨 913.6 ｸﾛ  宝島社

TABIZINE  PIE 290.8 ﾀﾋﾞ  ﾊﾟｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 葉真中 顕 913.6 ﾊﾏ  光文社

TABIZINE  PIE 291 ﾀﾋﾞ  ﾊﾟｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 汐見 夏衛 913.6 ｼｵ  ｽﾀｰﾂ出版

冬野 夜空 913.6 ﾌﾕ  ｽﾀｰﾂ出版

佐藤 優 312.3 ｻﾄ  潮出版社 阿部 暁子 913.6 ｱﾍﾞ  集英社

黒井 文太郎 319.3 ｸﾛ  宝島社 雨穴 913.6 ｳｹ  飛鳥新社

ｸﾞﾚﾝｺ･ｱﾝﾄﾞﾘｰ 319.3 ｸﾞﾚ  PHP研究所 はやみね かおる  913.6 ﾊﾔ 9 講談社

木村 尚義 336.2 ｷﾑ  あさ出版 はやみね かおる  913.6 ﾊﾔ 10 講談社

ひきた よしあき 336.4 ﾋｷ  大和出版 青羽 悠 913.6 ｱｵ  講談社

ｶｰﾏｲﾝ･ｶﾞﾛ  336.4 ｶﾞﾛ  日経BPﾏｰｹﾃｨﾝｸ 真下 みこと 913.6 ﾏｼ  講談社

野口 竜司 336.5 ﾉｸﾞ  東洋経済新報社 佐藤 究 913.6 ｻﾄ  講談社

清水 展人 367.9 ｼﾐ  主婦の友社 宇山 佳佑 913.6 ｳﾔ  集英社

ﾀﾞﾆｴﾙ･ｺﾞｰﾙﾏﾝ   370.4 ｺﾞｰ  ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 安壇 美緒 913.6 ｱﾀﾞ  集英社

棚田 健大郎 379.7 ﾀﾅ  ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 宇山 佳佑 913.6 ｳﾔ  小学館

伏瀬  みっつば 913.6 ﾌｾ 1 ﾏｲｸﾛﾏｶﾞｼﾞﾝ社

戸谷 友則 440 ﾄﾀ  講談社 伏瀬  みっつば 913.6 ﾌｾ 2 ﾏｲｸﾛﾏｶﾞｼﾞﾝ社

野村 泰紀 443.9 ﾉﾑ  講談社 香月 美夜 913.6 ｶｽﾞ1・2 TOﾌﾞｯｸｽ

ｻﾝｼﾞｪｲ･ｸﾞﾌﾟﾀ  498.3 ｸﾞﾌﾟ  文響社 瀬戸内 寂聴 914.6 ｾﾄ  中央公論新社

佐藤 愛子 914.6 ｻﾄ  小学館

長島 ゆか 597.5 ﾅｶﾞ  角川書店 ﾊ ｼﾞｳﾝ  ｶﾝ ﾊﾞﾝﾌｧ 929.1 ﾊ  ﾊｰﾊﾟｰｺﾘﾝｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ

ｶｽﾞｵ･ｲｼｸﾞﾛ  933.7 ｲｼ  早川書房

ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾘ 726.1 ﾔﾏ  小学館 ﾍﾞｻﾝ･ﾛﾊﾞｰﾂ  933.7 ﾛﾊﾞ  二見書房

坂口 博樹  761 ｻｶ  大月書店 J.K.ﾛｰﾘﾝｸﾞ 933.7 ﾛｰ  静山社数と音楽 美しさの源への旅 ｸﾘｽﾏｽ･ﾋﾟｯｸﾞ

世界一親切な片づけの教科書 氷の木の森

夜想曲集 音楽と夕暮れをめぐる五つの物語

国境のない生き方 私をつくった本と旅 ﾏｲ･ﾎﾟﾘｽﾏﾝ

なぜ宇宙は存在するのか はじめての現代宇宙論 本好きの下剋上 第1部〔1〕 兵士の娘 1・2

たった12週間で天才脳を養う方法 Sharp Brain 99年､ありのままに生きて

九十八歳｡戦いやまず日は暮れず

７００　芸　術

５００　技　術

大量に覚えて絶対忘れない｢紙1枚｣勉強法 ひまわりは恋の形

転生したらｽﾗｲﾑだった件 1

爆発する宇宙 138億年の宇宙進化 転生したらｽﾗｲﾑだった件 2

文系AI人材になる 統計･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ知識は不要 爆発物処理班の遭遇したｽﾋﾟﾝ

今とこれからがわかるはじめてのLGBT入門 恋に焦がれたﾌﾞﾙｰ

ﾗﾌﾞｶは静かに弓を持つ21世紀の教育 子どもの社会的能力とEQを伸ばす3つの焦点

４００　自然科学

ずるい考え方 ｾﾞﾛから始めるﾗﾃﾗﾙｼﾝｷﾝｸﾞ入門 都会のﾄﾑ&ｿｰﾔ 10 前夜祭〈創也side〉

青く滲んだ月の行方

ｽﾃｨｰﾌﾞ･ｼﾞｮﾌﾞｽﾞ驚異のﾌﾟﾚｾﾞﾝ 人々を惹きつける18の法則 茜さす日に嘘を隠して

ﾌﾟｰﾁﾝの野望 また君と出会う未来のために

ﾌﾟｰﾁﾝの正体 変な家

ﾌﾟｰﾁﾝ幻想 ｢ﾛｼｱの正体｣と日本の危機 都会のﾄﾑ&ｿｰﾔ 9 前夜祭〈内人side〉

博報堂ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰが明かす｢質問力｣って､

いちばん美しい季節に行きたい世界の絶景365日 Blue

いちばん美しい季節に行きたい日本の絶景365日 夜が明けたら､いちばんに君に会いにいく

あの夏､夢の終わりで恋をした｡

京都祇園もも吉庵のあまから帖 5

征夷大将軍になり損ねた男たち 青の呪い 心霊探偵八雲

独裁者ﾌﾟｰﾁﾝ 珍名ばかりが狙われる連続殺人鬼ﾔﾏﾀﾞの息子

３００　社会科学

２００　歴史・地理

超訳自省録 よりよく生きる ｴｯｾﾝｼｬﾙ版 わたしの幸せな結婚 〔1・2〕

ﾊﾟﾝ屋ではおにぎりを売れ 想像以上の答えが見つかる思考法 りぽぐら!

お前のために生きてないから大丈夫です △が降る街

もしも社畜ｿﾞﾝﾋﾞが『ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ大全』を読んだら 満月珈琲店の星詠み 〔3〕 ﾗｲｵﾝｽﾞｹﾞｰﾄの奇跡

暗夜鬼譚 〔7・８・９〕 空蝉挽歌 前・中・後

今夜､世界からこの恋が消えても超訳論語革命の言葉 ｴｯｾﾝｼｬﾙ版

１００　哲学・心理学

学校の怪談 短ｱﾝｿﾛｼﾞｰ

満月珈琲店の星詠み 〔1〕

満月珈琲店の星詠み 〔2〕 本当の願いごと

ｺﾐｭ障探偵の地味すぎる事件簿

ｱﾘｽの国の殺人

ﾎﾃﾙ･ﾋﾟｰﾍﾞﾘｰ

０００　総　記

5分後に意外な結末ﾍﾞｽﾄ･ｾﾚｸｼｮﾝ 黒の巻

ﾐｽ･ﾏｰﾌﾟﾙ最初の事件 牧師館の殺人 5分後に意外な結末ﾍﾞｽﾄ･ｾﾚｸｼｮﾝ

ｿｳﾞｨｴﾄ旅行記 5分後に意外な結末ﾍﾞｽﾄ･ｾﾚｸｼｮﾝ 白の巻

そして､ぼくは旅に出た｡ はじまりの森ﾉｰｽｳｯｽﾞ 後宮の烏 〔1・２〕

滝山ｺﾐｭｰﾝ一九七四 薬屋のひとりごと 〔1・２〕

新しい時代への歌 5分後に意外な結末ﾍﾞｽﾄ･ｾﾚｸｼｮﾝ 心震える赤の巻

火星の人 映画｢ｵﾃﾞｯｾｲ｣原作 上 ・下新版

偽りの捜査線 警察小説ｱﾝｿﾛｼﾞｰ

永遠(とわ)をさがしに ﾛｰﾄﾞ･ｴﾙﾒﾛｲⅡ世の事件簿 4 ・5case.魔眼蒐集列車 上・下

枕草子 桃尻語訳 上・中・下 高校事変　1・ 2

書　　　名

書　　　名

９００　文　学

新着本の紹介

９００　文　学

８００　言　語

文芸ｵﾀｸの私が教えるﾊﾞｽﾞる文章教室

7月7日に2・3年生の図書委員による選書会が行われました。興味

をひかれそうな本が揃いました。ぜひ、図書館で手に取ってみてく

ださい。
で選ばれた本


