
著者名 請求番号 出版社

池上 彰 002 ｲｹ 2 NHK出版

前田 裕二 002.7 ﾏｴ  幻冬舎

斎藤 孝 019 ｻｲ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

谷口 忠大 019.9 ﾀﾆ  文芸春秋

柳 広司 019.9 ﾔﾅ  岩波書店

南 彰 070.2 ﾐﾅ  朝日新聞出版

静岡県文化財団 090 ｼｽﾞ  ことのは社

静岡県文化財団 090 ｼｽﾞ  ことのは社

辻 直四郎 126.2 ﾂｼﾞ  岩波書店

ﾛﾙﾌ･ﾄﾞﾍﾞﾘ 141.5 ﾄﾞ  ｻﾝﾏｰｸ出版

小山 文彦 146.8 ｺﾔ  創元社

丹羽 宇一郎 159 ﾆﾜ  幻冬舎

藤本 頼生 175.5 ﾌｼﾞ  ｸﾞﾗﾌｨｯｸ社

ｸﾘｽﾄﾌｧｰ･R.ﾌﾞﾗｳﾆﾝｸﾞ 234 ﾌﾞ  筑摩書房

苅安 望 288.9 ｶﾘ  山川出版社

内田 樹 289.1 ｳﾁ  ﾏｶﾞｼﾞﾝﾊｳｽ

ｻﾝｼﾞｰｳﾞ･ｽｨﾝﾊ 302.1 ｽｨ  講談社

池上 彰 304 ｲｹ 10 角川書店

先崎 彰容 304 ｾﾝ  新潮社

望月 衣塑子 304 ﾓﾁ  角川書店

深沢 正雪 334.4 ﾌｶ  無明舎出版

奈倉 京子 334.5 ﾅｸﾞ 同窓生文庫 明石書店

上西 充子 361.4 ｳｴ  晶文社

山本 七平 361.4 ﾔﾏ  文芸春秋

山田 真美 361.4 ﾔﾏ  講談社

羽生 雄毅 361.5 ﾊﾆ  講談社

ﾌﾞﾚｲﾃﾞｨみかこ 367.2 ﾌﾞ  岩波書店

朝日新聞取材班 367.3 ｱｻ  朝日新聞出版

山口 慎太郎 367.3 ﾔﾏ  光文社

渡辺 大輔 367.9 ﾜﾀ  平凡社

宮口 幸治 368.7 ﾐﾔ  新潮社

福田 ますみ 374.6 ﾌｸ  新潮社

ﾌﾞﾚｲﾃﾞｨみかこ 376.3 ﾌﾞﾚ  新潮社

増田 直紀 377.1 ﾏｽ  中央公論新社

茂木 健一郎 379.9 ﾓｷﾞ  PHP研究所

ﾙｰｼｰ･ｸｯｸ 480.4 ｸｯ  青土社

木下 直之 480.7 ｷﾉ  東京大学出版会

小宮 輝之 480.7 ｺﾐ  ﾒﾃﾞｨｱﾊﾟﾙ

ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾗ･ﾎﾛｳｨｯﾂ 489.5 ﾎﾛ  白揚社

ｴﾘ･H.ﾗﾃﾞｨﾝｶﾞｰ 489.5 ﾗﾃﾞ  築地書館

梅谷 薫 493.7 ｳﾒ  講談社

白川 美也子 493.7 ｼﾗ  講談社

ﾒﾓの魔力

読書する人だけがたどり着ける場所

ﾋﾞﾌﾞﾘｵﾊﾞﾄﾙ 本を知り人を知る書評ｹﾞｰﾑ

二度読んだ本を三度読む

報道事変 なぜこの国では自由に質問できなくなったか

徳川将軍と富士山

清水港 これまで今これから

１００　哲学・心理学

　新着本の紹介　7月～9月　★は選書会の本

書　　　名

０００　総　記

おとなの教養 2 私たちはいま､どこにいるのか?

普通の人びと ﾎﾛｺｰｽﾄと第101警察予備大隊 増補

★歴史がわかる!世界の国旗図鑑

そのうちなんとかなるだろう

３００　社会科学

ｲﾝﾄﾞと日本は最強ｺﾝﾋﾞ

知らないと恥をかく世界の大問題 10

ﾘｸﾞ･ｳﾞｪｰﾀﾞ讃歌

Think clearly 最新の学術研究から導いた､よりよい人生を送るための思考法

精神科医の話の聴き方10のｾｵﾘｰ

人間の本性

鳥居大図鑑

２００　歴史・地理

運が99%戦略は1%ｲﾝﾄﾞ人の超発想法

OTAKUｴﾘｰﾄ 2020年にはｱｷﾊﾞｶﾙﾁｬｰが世界のﾋﾞｼﾞﾈｽ常識になる

女たちのﾃﾛﾙ

平成家族 理想と現実の狭間で揺れる人たち

｢家族の幸せ｣の経済学 ﾃﾞｰﾀ分析でわかった結婚､出産､子育ての真実

★性の多様性ってなんだろう?

ﾊﾞｯｼﾝｸﾞ論

同調圧力

移民と日本人 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ移民110年の歴史から

中国系新移民の新たな移動と経験 

呪いの言葉の解きかた

｢空気｣の研究

★子どもには聞かせられない動物のひみつ

★動物園巡礼

★もっと知りたい動物園と水族館 園長のはなし､飼育係のしごと

★犬から見た世界 その目で耳で鼻で感じていること

★狼の群れはなぜ真剣に遊ぶのか

ゆがんだ正義感で他人を支配しようとする人

ｹｰｷの切れない非行少年たち

★でっちあげ 福岡｢殺人教師｣事件の真相

★ぼくはｲｴﾛｰでﾎﾜｲﾄで､ちょっとﾌﾞﾙｰ 

海外で研究者になる 就活と仕事事情

★本当に頭のいい子を育てる世界標準の勉強法

４００　自然科学

ﾄﾗｳﾏのことがわかる本 生きづらさを軽くするためにできること ｲﾗｽﾄ版

 書籍情報をﾈｯﾄで調べる 
 

WebCat Plus 

http://webcatplus.nii.ac.jp/ 

 「連想検索機能」を使って必要とする図書を検索することができ

ます。文章のかたちで検索できるので、漠然とした疑問もとりあえ

ず入れてみれば何らかの結果が出ます。 
  

｢想｣imagine 

http://imagine.bookmap.info/imagine 

WebCatと同様、調べたいことを入力するとそれに関連する書籍

が紹介されます。 

  

やはり図書館で借りたい 
 さて、読みたい本が見つかっても、買える本ならいいのですが、

高価な本や絶版の場合はやはり図書館で借りることになります。 
  

静岡県立中央図書館 ＨＰ 

http://www.tosyokan.pref.shizuoka.jp/ 

 公立図書館は互いに本の貸し借りをしていて、自分の所にない

本でも他の図書館から取り寄せてくれます。県立中央図書館のｻ

ｲﾄには中央図書館の蔵書と他の公立図書館の蔵書を検索する

ﾂｰﾙがあります。 
 

「蔵書検索」 

県立中央図書館の蔵書が検索できます。検索語は本のﾀｲﾄﾙで

も作者名でもかまいません。読みで検索したい場合は、ｶﾀｶﾅで

入力します。必要な資料が見つかった場合は、中央図書館に直

接行くか、近くの公立図書館を通して取り寄せてもらいます。 
 

「おうだんくんｻｰﾁ」 

 県内の公立図書館の蔵書を検索できます。見つけたら、近くの

公立図書館で取り寄せることができます。 
 

「静岡県新聞雑誌総合目録」 

 雑誌を検索できます。課題研究や探究学習において、最新の情

報は雑誌に掲載されていることが多いので大変役に立ちます。 

 

 

 

国立国会図書館（NDL-ONLINE） 

https://ndlonline.ndl.go.jp/ 

 国立国会図書館には日本で出版された全ての本が保管されて

います。 

 また雑誌に掲載された記事や論文なども探すことができます。課

題研究などで研究論文が必要な場合はここで検索できます。ﾃｰ

ﾏや内容から論文を検索できます。 

漠然と「こんな内容の本がないかなあ」といった感じで調べると思

わぬ発見があるかも知れません。  
 

CiNii（ｻｲﾆｲ） 

http://ci.nii.ac.jp/ 

 国立情報学研究所の学術情報ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀです。図書・雑誌記事、

論文など学術情報を検索できるﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽです。例えば、「毎朝

朝食を食べる高校生はどれくらいいるのか」を調べたいときは、書

籍よりも雑誌記事や研究論文を探した方が確実です。 

 また、図書館の検索ﾂｰﾙではﾀｲﾄﾙまではわかっても本文を見る

には取り寄せる必要がありました。このｻｲﾄのよいところは、すべて

ではありませんがPDFが登録されていることです。PDFをひらけば

すぐに内容を確認することができます。内容によって以下の三つ

のﾍﾟｰｼﾞに分かれています。 

日本の論文を探す（CiNiiArticles） 

 論文・雑誌記事を検索する。 

大学図書館の本を探す（CiNiiBooks） 

 国内の大学図書館や一部の公立図書館の蔵書検索ができま

す。 

日本の博士論文を探す（CiNiiDissertations） 

 日本の博士論文を検索できます。 

  

検索のﾎﾟｲﾝﾄ 
 これらの検索ﾂｰﾙは「OPAC」とよばれるものです。これらを上手

に使用すると、書籍名や著者名が曖昧な書籍の情報も調べること

ができます。 

 検索項目は、著者名、ﾀｲﾄﾙ以外にも、内容紹介の項目があり、

内容にまつわる語（登場人物名など）でも検索できたりします。う

まくいけば、あらすじから本のﾀｲﾄﾙを探し当てることもできるかも

知れません。いろいろ試してみて下さい。 

 

２０１９年９月号 No.１５１ 

令和元年９月１９日 
発行／沼津東高等学校図書館 

のつぶやき 

図書館開館日変更のお知らせ 
 

9月20日は球技大会のため、香陵記念館は閉館とな

ります。雨天延期の場合は、通常開館となり、9月25

日が閉館日となります。 
  

図書返却のお願い 

 
返却予定日を過ぎた本を返却しましょう。延長希望の方は、

カウンターで手続きをしてください。 

 読みたい本を探すときや調べものをするとき、作者やﾀｲﾄﾙがわかっていればいいのですが、漠然と「こんな

内容の」といったﾚﾍﾞﾙで本を探すのは大変です。そんなときに役立つｻｲﾄを紹介します。使いこなせば『ﾋﾞﾌﾞ

ﾘｱ古書堂』の栞子さんみたいになれるかも知れませんよ。 



著者名 請求番号 出版社 著者名 請求番号 出版社

若山 曜子 596.6 ﾜｶ  扶桑社 太宰 治 915.6 ﾀﾞ  河出書房新社

ﾒｱﾘ･ｼｪﾘｰ 933.6 ｼｪ  東京創元社

ｼﾞｮﾝ･ﾃﾞﾏｰﾃｨﾝ 725 ﾃﾞﾏ  ﾏｰﾙ社 ﾚ･ﾌｧﾆｭ/作 933.6 ﾚ･  亜紀書房

鴻上 尚史 771.7 ｺｳ  白水社 ｱｲｻﾞｯｸ･ｱｼﾓﾌ 933.7 ｱｼ 1 東京創元社

高畑 勲 778.7 ﾀｶ  岩波書店 ﾊｰﾗﾝ･ｴﾘｽﾝ 933.7 ｴﾘ  早川書房

羽生 善治 796 ﾊﾌﾞ  河出書房新社 ﾆｰﾙ･ｹﾞｲﾏﾝ 933.7 ｹﾞｲ 1・2 角川書店

黒川 文雄 798.5 ｸﾛ  日本実業出版社 ｷｬﾛﾙ･ﾈﾙｿﾝ･ﾀﾞｸﾞﾗｽ 933.7 ﾀﾞｸﾞ 1・2 東京創元社

ﾃﾞﾆｽ･E.ﾃｲﾗｰ 933.7 ﾃｲ 1 早川書房

清水 建二 834 ｼﾐ  大和書房 ｷﾑ･ﾆｭｰﾏﾝ 933.7 ﾆｭ 1・2 東京創元社

ﾋﾟｰﾀｰ･ﾄﾗｲｱｽ 933.7 ﾋﾟｰ １・2 早川書房

青柳 碧人 913.6 ｱｵ  双葉社 ﾊﾞﾘｰ･ﾗｲｶﾞ 933.7 ﾗｲ  東京創元社

阿川 せんり 913.6 ｱｶﾞ  角川書店 H･P･ﾗｳﾞｸﾗﾌﾄ 933.7 ﾗｳﾞ 1～3 東京創元社

朱野 帰子 913.6 ｱｹ  新潮社 ﾏｰｸ･ﾎﾞｲﾙ 936 ﾎﾞｲ  紀伊国屋書店

朝倉 かすみ 913.6 ｱｻ  光文社 岸本 佐知子 983 ｷｼ  文芸春秋

あさの あつこ 913.6 ｱｻ  角川書店

伊坂 幸太郎 913.6 ｲｻ  NHK出版

今村 夏子 913.6 ｲﾏ  朝日新聞出版

今村 夏子 913.6 ｲﾏ  筑摩書房

伊与原 新 913.6 ｲﾖ  新潮社

大島 真寿美 913.6 ｵｵ  文芸春秋

小川 洋子 913.6 ｵｶﾞ  中央公論新社

恩田 陸 913.6 ｵﾝ  集英社

海堂 尊 913.6 ｶｲ  角川書店

角田 光代 913.6 ｶｸ  新潮社

神永 学 913.6 ｶﾐ  文芸春秋

川村 元気 913.6 ｶﾜ  文芸春秋

桐野 夏生 913.6 ｷﾘ  幻冬舎

越尾 圭 913.6 ｺｼ  宝島社

近衛 竜春 913.6 ｺﾉ  新潮社

佐藤 賢一 913.6 ｻﾄ 1 集英社

重松 清 913.6 ｼｹﾞ  講談社

重松 清 913.6 ｼｹﾞ  新潮社

柴崎 友香 913.6 ｼﾊﾞ  毎日新聞出版

新海 誠 913.6 ｼﾝ  角川書店

堂場 瞬一 913.6 ﾄﾞ 1・2 中央公論新社

砥上 裕将 913.6 ﾄｶﾞ  講談社

橋本 治 913.6 ﾊｼ  中央公論新社

早見 和真 913.6 ﾊﾔ  角川春樹事務所

原田 ﾏﾊ 913.6 ﾊﾗ  角川書店

百田 尚樹 913.6 ﾋｬ  新潮社

道尾 秀介 913.6 ﾐﾁ  文芸春秋

宮部 みゆき 913.6 ﾐﾔ  河出書房新社

森 絵都 913.6 ﾓﾘ  朝日新聞出版

八木 圭一 913.6 ﾔｷﾞ 1 集英社

柚月 裕子 913.6 ﾕｽﾞ  集英社

横関 大 913.6 ﾖｺ  講談社

はじめてのほうろうﾊﾞｯﾄのおやつ 愛と苦悩の手紙 君を思い､思うことあり

７００　芸　術 ﾌﾗﾝｹﾝｼｭﾀｲﾝ

★古典に学ぶ人物ﾃﾞｯｻﾝ 存在感ある肉体を描く ★女吸血鬼ｶｰﾐﾗ

　新着本の紹介　7月～9月　　★は選書会の本

書　　　名 書　　　名

５００　技　術 ９００　文　学

eｽﾎﾟｰﾂのすべてがわかる本 ﾌﾟﾛｹﾞｰﾏｰ､業界のしくみからお金の話まで ★ごきげんいかが､ﾜﾄｽﾝ博士 上・下

８００　言　語 ★われらはﾚｷﾞｵﾝ 1 AI探査機集合体

くらべてわかる英単語 ★ﾓﾘｱｰﾃｨ秘録 上・下

★演技と演出のﾚｯｽﾝ 魅力的な俳優になるために ★黒後家蜘蛛の会 1 新版

ｱﾆﾒｰｼｮﾝ､折りにふれて ★ﾋﾄﾗｰの描いた薔薇

羽生善治の攻めの教科書 ★ｸﾞｯﾄﾞ･ｵｰﾒﾝｽﾞ 上・下

わたし､定時で帰ります｡ ★ぼくはお金を使わずに生きることにした

平場の月 『罪と罰』を読まない

★敗者たちの季節

９００　文　学 ★ﾒｶ･ｻﾑﾗｲ･ｴﾝﾊﾟｲｱ 上・下

★むかしむかしあるところに､死体がありました｡ ★さよなら､ｼﾘｱﾙｷﾗｰ

行きたくない ★ﾗｳﾞｸﾗﾌﾄ全集 1～3

★月まで三ｷﾛ

渦 妹背山婦女庭訓魂結び

★あとは切手を､一枚貼るだけ

ｸｼﾞﾗｱﾀﾏの王様

むらさきのｽｶｰﾄの女

こちらあみ子

ｶﾞﾗｽの城壁

★百花

とめどなく囁く

ﾈﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ

氷獄

平凡

旧友再会

せんせい｡

待ち遠しい

★ｸｻﾘﾍﾋﾞ殺人事件 蛇のしっぽがつかめない

★九十三歳の関ｹ原 弓大将大島光義

ﾅﾎﾟﾚｵﾝ 1 台頭篇

★黄金夜界

店長がﾊﾞｶすぎて

さいはての彼女

小説天気の子

ﾊﾞﾋﾞﾛﾝの秘文字 上・下

線は､僕を描く

ﾙﾊﾟﾝの娘

ｶｻﾞｱﾅ

手がかりは一皿の中に 〔1〕

慈雨

★夏の騎士

いけない

さよならの儀式 8 Science Fiction Stories

図書委員が選書をしました。図書館の特集

コーナーをチェックしてみてください。 

『ぼくはお金を使わず

に生きることにした』  

ﾏｰｸ･ﾎﾞｲﾙ/著 

『動物園巡礼』 

木下直之/著 

『ぼくはｲｴﾛｰでﾎﾜｲﾄで、 

ちょっとﾌﾞﾙｰ』  

ﾌﾞﾚｲﾃﾞｨみかこ/著 

『学校の「当たり前」をやめた。』 

工藤勇一/著 

 

『十二国記』ｼﾘｰｽﾞ 

小野不由美/著 

『われらはﾚｷﾞｵﾝ』 

ﾃﾞﾆｽ・Ｅ・ﾃｲﾗｰ/著 

『ﾓﾘｱｰﾃｨ秘録』 

ｷﾑ・ﾆｭｰﾏﾝ/著 

『鹿の王 水底の橋』 

上橋菜穂子/著 

『あとは切手を、 

一枚貼るだけ』  

小川洋子・堀江敏幸/著 

『百花』 

川村元気/著 

『でっちあげ』 

福田ますみ/著 

『本当に頭のいい子

を育てる勉強法』 

茂木健一郎/著 

『犬から見た世界』 

A･ﾎﾛｳｨｯﾂ/著 

『月まで三ｷﾛ』 

伊与原新/著 

『歴史がわかる! 

世界の国旗図鑑』 

苅安望/著 

『古典に学ぶ人物ﾃﾞｯｻﾝ』 

J・ﾃﾞﾏｰﾃｨﾝ/著 

『狼の群れは 

なぜ真剣に遊ぶのか』 

ｴﾘ･H.ﾗﾃﾞｨﾝｶﾞｰ/著 

『華氏451度』 

ﾚｲ･ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾍﾞﾘ/著 

第161回芥川賞受賞作 

第161回直木賞受賞作 


