
著者名 請求番号 出版社

松本 大介 024 ﾏﾂ  筑摩書房

ｸﾚｲｸﾞ･ｸﾞﾚﾝﾃﾞｨ 031.5 ｸﾞ 2019 角川書店

北村 良子 116 ｷﾀ  彩図社

清田 予紀 140.4 ｷﾖ  三笠書房

下重 暁子 159 ｼﾓ  幻冬舎

ﾕｳﾞｧﾙ･ﾉｱ･ﾊﾗﾘ 204 ﾊﾗ 1･2 河出書房新社

嵐山 光三郎 磯田 道史 210 ｱﾗ  平凡社

中公新書編集部 210 ﾁｭ  中央公論新社

菊池 一隆 210.7 ｷｸ  平凡社

寺尾 玄 289.1 ﾃﾗ  新潮社

MASAKI 290.9 ﾏｻ  彩図社

酒井 順子 291.4 ｻｶ  小学館

竹内 一正 335.1 ﾀｹ  ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

伊藤 羊一 336.4 ｲﾄ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

堀川 晃菜 366 ﾎﾘ 151 ぺりかん社

原 雄一 368.6 ﾊﾗ  講談社

吉田 裕 391.2 ﾖｼ  中央公論新社

金 重明 400 ｲﾜ 277 岩波書店

筆保 弘徳 451.5 ﾌﾃﾞ  ﾍﾞﾚ出版

ｼﾞｪﾆﾌｧｰ･ｱｯｶｰﾏﾝ 488.1 ｱｯ  講談社

宮下 規久朗 704 ﾐﾔ  光文社

日学株式会社 720.8 ﾆﾁ  日東書院本社

鈴木 透 780.2 ｽｽﾞ  中央公論新社

本間 竜 780.6 ﾎﾝ  角川書店

中井 延美 810.7 ﾅｶ  大修館書店

山口 謡司 814 ﾔﾏ  さくら舎

ﾏｰｸ･ﾋﾟｰﾀｰｾﾝ 830.4 ﾋﾟ  集英社

池井戸 潤 913.6 ｲｹ 4 小学館

壁井 ﾕｶｺ 913.6 ｶﾍﾞ 3 集英社

川口 俊和 913.6 ｶﾜ 3 ｻﾝﾏｰｸ出版

くろき すがや 913.6 ｸﾛ  宝島社

塩田 武士 913.6 ｼｵ  講談社

新堂 冬樹 913.6 ｼﾝ  徳間書店

多和田 葉子 913.6 ﾀﾜ  講談社

平野 啓一郎 913.6 ﾋﾗ  文芸春秋

三浦 しをん 913.6 ﾐｳ  中央公論新社

湊 かなえ 913.6 ﾐﾅ  角川書店

ﾛﾊﾞｰﾄ･L.ｽﾃｨｰｳﾞﾝｿﾝ 933.6 ｽﾃ  新潮社

ﾐｼｪﾙ･ﾋﾞｭｯｼ 953.7 ﾋﾞｭ  集英社

日本史の論点 邪馬台国から象徴天皇制まで

新着本の紹介
書　　　名

０００　総　記

本屋という｢物語｣を終わらせるわけにはいかない

ｷﾞﾈｽ世界記録 2019

1００　哲学・心理学

論理的思考力を鍛える33の思考実験

それ､｢心理学｣で説明できます! なぜ?どうして?

極上の孤独

２００　歴史・地理

ﾎﾓ･ﾃﾞｳｽ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰとｻﾋﾟｴﾝｽの未来 上・下

影の日本史にせまる 西行から芭蕉へ

ｶﾞﾛｱの論文を読んでみた

日本軍ｹﾞﾘﾗ台湾高砂義勇隊 台湾原住民の太平洋戦争

行こう､どこにもなかった方法で

独裁国家に行ってきた

裏が､幸せ｡

３００　社会科学

世界をつくり変える男ｲｰﾛﾝ･ﾏｽｸ

1分で話せ 世界のﾄｯﾌﾟが絶賛した大事なことだけｼﾝﾌﾟﾙに伝える技術

ﾊﾞｲｵ技術者･研究者になるには

宿命 警察庁長官狙撃事件捜査第一課元刑事の23年

日本軍兵士 ｱｼﾞｱ･太平洋戦争の現実

４００　自然科学

９００　文　学

台風についてわかっていることいないこと

鳥!驚異の知能 道具をつくり､心を読み､確率を理解する

７００　芸　術・スポーツ

美術の力 表現の原点を辿る

黒板ｱｰﾄ甲子園作品集 高校生たちの消えない想い

ｽﾎﾟｰﾂ国家ｱﾒﾘｶ 民主主義と巨大ﾋﾞｼﾞﾈｽのはざまで

ﾌﾞﾗｯｸﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

８００　言　語

必携!日本語ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの基礎知識

文豪の凄い語彙力

英語のこころ

黒い睡蓮

下町ﾛｹｯﾄ 〔4〕 ﾔﾀｶﾞﾗｽ

2.43 清陰高校男子ﾊﾞﾚｰ部 春高編

思い出が消えないうちに

感染領域

歪んだ波紋

制裁女

地球にちりばめられて

ある男

愛なき世界

ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾄ

ｼﾞｷﾙとﾊｲﾄﾞ

 

                    

 読書週間が近づいて参りましたが､沼東諸賢の読書傾向はいかがでしょう｡今現在､図書館の特設コーナーは盛り
沢山の状態で､図書館通信前月号でも紹介した｢アートミステリー｣特設コーナーの他に､司書さんの創意工夫による､

｢図書館･書店･読書啓発に関する書籍｣コーナー［←読書啓発本では『読書力 (斎藤孝)』『読書の価値 (森博嗣)』

『世界を変えた10冊の本 (池上彰)』『読書という荒野 (見城徹)』『姜尚中の青春読書ノート (姜尚中)』等がビッグ

ネームものです。〕や「明治維新関連本｣コーナー［←今年の歴史大河ドラマ【西郷どん】に因み、『維新を創っ

た男 西郷隆盛の実像  明治維新150年に問う (粒山樹)』『素顔の西郷隆盛 (磯田道史)』等がお薦めです｡］には､

皆さんのニーズに応えてくれる本たちが所狭しと並んでいます｡  

これらに加えて､常設コーナーの｢センター試験出題文 原典｣｢国語全学年共通副読本(ちくま評論選･小説選)採用

文 原典｣コーナーは相変わらず､カウンター及び平置きテーブルの入口部分にあります｡無論､最も人気のある｢メディ

ア化 原作本｣コーナーも､中央部で実質的に常設化されています｡更に､校長先生を始めとして日本史･世界史の先生

方の推薦本コーナーや､最新新書コーナーも健在です｡是非とも足を図書館にお運びいただき､どこからでも触れてみ

て下さい｡ 

ところで､この｢読書の秋｣という表現についてですが､中国唐代の詩人･韓愈の漢詩に｢燈火稍(やうや)く親しむ可く]と

いう一節があり､ここから秋が読書にふさわしい季節として､｢秋燈｣や｢燈火親しむ｣といった表現につながり、｢読書の

秋｣という言葉の由来となった、という説があります｡また､読書週間は､日本図書館協会が大正12年の総会決議に基

づき､11月1日から7日までを｢図書館週間｣としたのがその前身で､翌年から実施されて現在の｢読書週間｣に引き継が

れていったとのことです｡また､それに先立つ｢読書の秋｣というフレーズは大正初期の新聞紙面に見られるようです｡そ

の紙面の見出しに曰く､｢読書の秋 図書館通ひの人々 読書と世間｣(美) 
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 のつぶやき 

図書館に足を運んで、

自分にピッタリの本を

探してみませんか？ 

読書の秋～てんこ盛り特設コーナー 

齋藤 孝   

『読書力』 

宮本 あや子 

『校閲ガール 

 アラモード』 

池上 彰     

 『世界を変えた 

                   10冊の本』 

森 博嗣 

『読書の価値』 

姜 尚中       

『青春読書ノート』 

瀬尾 まいこ 

『図書館の神様』 

粒山 樹   

『維新を創った男 

 西郷隆盛の実像』 

  
本の貸出期間は２週間です。予約が

入っている場合もありますので、返

却日を守ってください。 

 図書館を利用するすべての人が、

気持ち良く利用できるよう心がけま

しょう。＊予約が入っていない本は、カウ
ンターで延長の手続きができます＊ 

お  ね  が  い 

磯田 道史       

『素顔の西郷隆盛』 

１1月開催!!   

付録抽選会のおしらせ 

                雑誌等の付録の抽選会を行います。 

１1月１２日（月）～１６日（金）の間 

図書館カウンター前に付録を展示します。 

ご希望の付録があれば、図書館にある応募用紙に記入をして 

抽選箱に入れて下さい。たくさんのご応募をお待ちしています。 
         付録例  ・カレンダー ・スケジュール帳 ・ポストカード ・ポスター 

・バッグ ・クリアファイル ・手芸用カットクロス など 


