
著者名 請求番号 出版社

ｺﾝﾋﾞﾆ外国人 芹沢 健介 334.4 ｾﾘ  新潮社

宇宙･天文で働く 本田 隆行 366 ﾎﾝ 補20 ぺりかん社

救急救命士になるには 益田 美樹 366 ﾏｽ 152 ぺりかん社

原爆供養塔 忘れられた遺骨の70年 堀川 惠子 369.3 ﾎﾘ  文芸春秋

自衛隊防災BOOK ﾏｶﾞｼﾞﾝﾊｳｽ 369.3 ﾏｶﾞ  ﾏｶﾞｼﾞﾝﾊｳｽ

子どもの貧困と食格差 お腹いっぱい食べさせたい 阿部 彩 369.4 ｱﾍﾞ  大月書店

医学部 中高生のための学部選びｶﾞｲﾄﾞ 浅野 恵子 376.8 ｱｻ  ぺりかん社

G+PDCA勉強術 必ず目標達成できる方法 石川 和男 379.7 ｲｼ  明日香出版社

科学者はなぜ神を信じるのか 三田 一郎 404 ｻﾝ  講談社

楽しくわかる数学の基礎 星田 直彦 410 ﾎｼ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

離散数学｢ものを分ける理論｣ 徳田 雄洋 410.9 ﾄｸ  講談社

今日から使える微分方程式 飽本 一裕 413.6 ｱｷ  講談社

宇宙の｢果て｣になにがあるのか 戸谷 友則 440 ﾄﾀ  講談社

地球とは何か 鎌田 浩毅 450 ｶﾏ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

太平洋その深層で起こっていること 蒲生 俊敬 452.2 ｶﾞﾓ  講談社

地形図を読む技術 山岡 光治 454.9 ﾔﾏ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

ﾌｫｯｻﾏｸﾞﾅ 日本列島を分断する巨大地溝の正体 藤岡 換太郎 455.1 ﾌｼﾞ  講談社

いのちとは何か 幸福･ｹﾞﾉﾑ･病 本庶 佑 460.4 ﾎﾝ  岩波書店

ｶﾗｰ図解分子ﾚﾍﾞﾙで見た体のはたらき 平山 令明 464.2 ﾋﾗ  講談社

ｹﾞﾉﾑが語る生命像 現代人のための最新･生命科学入門 本庶 佑 467.3 ﾎﾝ  講談社

筋肉は本当にすごい 杉 晴夫 491.3 ｽｷﾞ  講談社

｢がん｣はなぜできるのか 国立がん研究ｾﾝﾀｰ研究所 491.6 ｺｸ  講談社

よくわかるみんなの救急 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ2015対応 坂本 哲也 492.2 ｻｶ  大修館書店

一流の本質 児玉 光雄 498.3 ｺﾀﾞ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

未来の科学者のためのﾅﾉﾃｸｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 物質･材料研究機構 504 ﾌﾞ  ｴﾇ･ﾃｨｰ･ｴｽ

ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ､NASAが認めた遊ぶ鉄工所 山本 昌作 532 ﾔﾏ  ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

戦闘機の航空管制 園山 耕司 538.7 ｿﾉ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

ﾋﾞｰﾙの科学 ｶﾗｰ版 渡 淳二 588.5 ﾜﾀ  講談社

野口光の､ﾀﾞｰﾆﾝｸﾞでﾘﾍﾟｱﾒｲｸ 野口 光 593.3 ﾉｸﾞ  日本ｳﾞｫｰｸﾞ社

ﾊﾟﾝの科学 しあわせな香りと食感の秘密 吉野 精一 596.6 ﾖｼ  講談社

認知症鉄道事故裁判 閉じ込めなければ､罪ですか? 高井 隆一 686.7 ﾀｶ  ﾌﾞｯｸﾏﾝ社

戦災等による焼失文化財 昭和･平成の文化財過去帳 文化庁 709.1 ﾌﾞﾝ  戎光祥出版

ﾏﾝｶﾞの｢超｣ﾘｱﾘｽﾞﾑ 紙屋 高雪 726.1 ｶﾐ  共栄書房

ﾋﾞｱﾄﾘｸｽ･ﾎﾟﾀｰを訪ねるｲｷﾞﾘｽ湖水地方の旅 北野 佐久子 726.6 ｷﾀ  大修館書店

ｶﾒﾗはじめます! こいし ゆうか 鈴木 知子 746 ｺｲ  ｻﾝｸﾁｭｱﾘ出版

音律と音階の科学 小方 厚 761.1 ｵｶﾞ  講談社

観るまえに読む大修館ｽﾎﾟｰﾂﾙｰﾙ 2018 大修館書店編集部 780.3 ﾀｲ 2018 大修館書店

日日是好日 ｢お茶｣が教えてくれた15のしあわせ 森下 典子 791 ﾓﾘ  新潮社

著者名 請求番号 出版社

悪態の科学 あなたはなぜ口にしてしまうのか ｴﾏ･ﾊﾞｰﾝ 801 ﾊﾞｰ  原書房

学びを結果に変えるｱｳﾄﾌﾟｯﾄ大全 樺沢 紫苑 002.7 ｶﾊﾞ  ｻﾝｸﾁｭｱﾘ出版 外国語を話せるようになるしくみ 門田 修平 807 ｶﾄﾞ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

奇跡の本屋をつくりたい くすみ書房のｵﾔｼﾞが残したもの 久住 邦晴 024 ｸｽ  ﾐｼﾏ社 心理学者が教える読ませる技術聞かせる技術 海保 博之 816 ｶｲ  講談社

関西ことば辞典 増井 金典 818.6 ﾏｽ  ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房

声のｻｲｴﾝｽ あの人の声は､なぜ心を揺さぶるのか 山崎 広子 141.2 ﾔﾏ  NHK出版

わかりやすい記憶力の鍛え方 児玉 光雄 141.3 ｺﾀﾞ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 芹沢光治良 救済の文学 鈴木 吉維 910.2 ｽｽﾞ  おうふう

ひらめきｽｲｯﾁ大全 知的創造研究会 141.5 ﾁﾃ  日本経済新聞出版社 悪玉伝 朝井 まかて 913.6 ｱｻ  角川書店

母の呪縛から解放される方法 ﾀﾂｺ･ﾏｰﾃｨﾝ 146.8 ﾏｰ  大和書房 告知 久坂部 羊 913.6 ｸｻ  幻冬舎

道元 正法眼蔵 わからないことがわかるということが悟り ひろ さちや 188.8 ﾋﾛ  NHK出版 立川ｼﾞｬﾊﾟﾝ 九条 之子 913.6 ｸｼﾞ 同窓生文庫 文芸社

花咲小路三丁目北角のすばるちゃん 小路 幸也 913.6 ｼｮ  ﾎﾟﾌﾟﾗ社

天災から日本史を読みなおす 先人に学ぶ防災 磯田 道史 210.1 ｲｿ  中央公論新社 ひとつむぎの手 知念 実希人 913.6 ﾁﾈ  新潮社

ﾃﾝﾌﾟﾙ騎士団 佐藤 賢一 230.4 ｻﾄ  集英社 TAS特別師弟捜査員 中山 七里 913.6 ﾅｶ  集英社

この歴史､知らなくてすみません｡ 47都道府県･感動の日本史 太田 奈緒 河合 敦 281 ｵｵ  PHP研究所 沈黙のﾊﾟﾚｰﾄﾞ 東野 圭吾 913.6 ﾋｶﾞ 9 文芸春秋

東大教授がおしえるやばい日本史 本郷 和人 281 ﾎﾝ  ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 菓子屋横丁月光荘 歌う家 ほしお さなえ 913.6 ﾎｼ  角川春樹事務所

義経伝説と為朝伝説 日本史の北と南 原田 信男 289.1 ﾊﾗ  岩波書店 もものかんづめ さくら ももこ 914.6 ｻｸ  集英社

学問の発見 数学者が語る｢考えること･学ぶこと｣ 広中 平祐 289.1 ﾋﾛ  講談社 日本文学全集 05 源氏物語 中  紫式部 角田 光代 918 ｲｹ 5 河出書房新社

ｱｶﾞｻ･ｸﾘｽﾃｨを訪ねる旅 鉄道とﾊﾞｽで回る英国ﾐｽﾃﾘの舞台 平井 杏子 930.2 ﾋﾗ  大修館書店

明治の技術官僚 近代日本をつくった長州五傑 柏原 宏紀 317 ｶｼ  中央公論新社 大草原のﾛｰﾗ物語 ﾊﾟｲｵﾆｱ･ｶﾞｰﾙ〈解説･注釈つき〉 ﾛｰﾗ･ｲﾝｶﾞﾙｽ･ﾜｲﾙﾀﾞｰ 930.2 ﾜｲ  大修館書店

書　　　名

３００　社会科学

４００　自然科学

９００　文　学

８００　言　語

７００　芸　術・スポーツ

６００　産　業

５００　技　術

新着本の紹介　１０月～１１月

３００　社会科学

２００　歴史・地理

１００　哲学・心理学

０００　総　記

書　　　名

 本校では30種類ほどの雑誌を定期的に配架し､図書館入口

横を見事に彩っています【紅葉】｡そしてそれらを手にすれ

ば､各ｼﾞｬﾝﾙ･ｶﾃｺﾞﾘｰに於ける知識が涵養される【効用】だけ

ではなく､多様なﾚﾍﾞﾙに於いて気分が豊かになり【高揚】す

るものです｡最新号は閲覧のみですが､その雑誌の置かれて

いる平置き台を引っ張り上げると､背後からﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰが出

てきて貸し出しができます｡更に原則的に発刊から1年を超

えたものは､(発刊が毎週刊･隔週刊･毎月刊･隔月刊と様々な

ので､半年超えで置かれるものもあり)図書館入口の平置き

台に置かれていて､自由に持っていって良いことになってい

ます｡これらの専門雑誌(美術誌『美術手帖』･旅行誌『旅の

手帖』･趣味､ｱｲﾃﾑ誌『ｻﾗｲ』等)のうち､人気筋は小気味よく

無くなっていきます｡ 

 さて､雑誌の特徴としては､①週刊､月刊､季刊､年刊などの

ように定期的に刊行される｡②一定の編集者と読者とを持つ｡

③複数の記事が一定の編集方法の下に､同時に掲載されてい

る｡④仮綴じの形態をとることが多い｡といった点が挙げら

れ､速報性の点では新聞ほどではないが､書籍より優位にあ

るといえます｡また､書籍に比べて刊行が容易であって､書籍

として発刊するには難しい狭い専門分野の情報や､娯楽情報

の提供などに利用されています｡ちなみに､書籍と雑誌の中

間的な存在としてはﾑｯｸ本[本校図書館ではｸﾞﾙﾒ誌『ぐるぐ

るﾏｯﾌﾟ』等]があり､流通上は雑誌として扱われています｡さ

て､本校の錚々たるﾗｲﾝﾅｯﾌﾟを見ると､一番入口よりのｱﾆﾒ雑

誌『New Type』や､ﾃｰﾏﾊﾟｰｸ･映画･音楽･料理･出版界などの

専門情報誌で､その順で『Disney FAN』『Screen』『Band 

Journal』『ﾚﾀｽｸﾗﾌﾞ』『ﾀﾞ･ｳﾞｨﾝﾁ』は確乎とした固定ﾌｧﾝを

持っています｡また､歴(女)史ﾌｧﾝ必読の『歴史群像』[→や

や軍事､軍略系に重点を置く]･『歴史街道』[→『歴史読

本』廃刊により後継本に選定した経緯あり]があったり､芥

川賞の掲載号では特に注目を集める文芸誌の中核的存在

『文藝春秋』や､人気作家発掘的側面も持つ『野生時代』が

あったりします｡ 

 また､理系雑誌の定番『Newton』『NATIONAL 

GEOGRAPHIC』は長きにわたって沼東生の人気を博してきま

した｡更に､ｽﾎﾟｰﾂ誌の定番『NUMBER』に加えて､比較的新顔

では県内高校ｽﾎﾟｰﾂ情報誌『D-sports』も確実に支持と有用

性とを高めてきています｡加えて､鉄道ﾏﾆｱには垂涎の的『鉄

道ｼﾞｬｰﾅﾙ』[→本校図書館には無い『鉄道ﾌｧﾝ』よりも専門

性が高いと言われている]や山岳ﾌｧﾝ必読の『山と渓谷』

『岳人』[→山岳部だけではなく､高原教室が近づくと2年生

中心に活用される]も皆様の来館をお待ちしています｡加え

て､社会･教育論を提示する『AERA』[→先生方の中に固定ﾌｧ

ﾝもがいらっしゃいます]もｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ的視野を広げる為に､生

徒諸賢にも是非読んでいただきたいと思っています｡(美) 
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雑 誌 の 効 用 【 紅 葉・効用・高揚】 

ﾀﾞ･ｳﾞｨﾝﾁ 

毎月6日 

Newtype 

毎月10日 

歴史街道 

毎月6日 

Newton 

毎月26日 

Band Journal 

毎月10日 

旅の手帖  

毎月10日 

山と渓谷 

毎月15日 

鉄道ｼﾞｬｰﾅﾙ 

毎月21日 

SCREEN 

毎月21日 

ﾚﾀｽｸﾗﾌﾞ 

毎月25日 

Disney FAN 

毎月25日 

D-SPORTS 
偶数月第3木曜日 


