
著者名 請求番号 出版社

城田 比佐子 007.6 ｼﾛ  翔泳社

城田 比佐子 007.6 ｼﾛ 2021 翔泳社

渡邉 昌宏 007.6 ﾜﾀ  創元社

ｼﾞﾑ･ﾄﾞﾉｳﾞｧﾝ 159 ﾄﾞﾉ  ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ

ﾀﾗ･ｳｪｽﾄｰﾊﾞｰ 289.3 ｳｪ  早川書房

松井 秀郎 291 ﾏﾂ  山川出版社

ｸｰﾘｴ･ｼﾞｬﾎﾟﾝ 304 ｺｳ  講談社

出口 治明 304 ﾃﾞ  幻冬舎

日本裁判官ﾈｯﾄﾜｰｸ 327 ﾆﾎ  岩波書店

武田 信彦 368.6 ﾀｹ  ぺりかん社

朝比奈 ﾐｶ  369.1 ｱｻ  岩波書店

沖藤 典子 369.1 ｵｷ  岩波書店

阿部 修士 400 ｱﾍﾞ 300 岩波書店

乾 敏郎 阪口 豊 400 ｲﾇ 299 岩波書店

三上 修 400 ﾐｶ 298 岩波書店

五十嵐 杏南 404 ｲｶﾞ  総合法令出版

ｼﾞｪﾌﾘｰ･S.ﾛｰｾﾞﾝﾀｰﾙ 417 ﾛｰ  早川書房

渡邉 克晃 450 ﾜﾀ  秀和ｼｽﾃﾑ

ﾏｰｸ･ﾁｬﾝｷﾞｰｼﾞｰ 491.3 ﾁｬ  早川書房

NHKｽﾍﾟｼｬﾙ取材班 491.8 ﾆｯ  講談社

PETER MOORE 493.8 ﾑｰ  丸善出版

中村 哲 614.3 ﾅｶ  西日本新聞社

吉川 英治 原作 石森ﾌﾟﾛ 726.1 ﾖｼ 1.2 飛鳥新社

松澤 等 786 ﾏﾂ  早川書房

ﾆｯｸ･ｳｨﾘｱﾑｿﾝ 830.7 ｳｨ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

服部 真澄 913.3 ﾊｯ  講談社

相場 英雄 913.6 ｱｲ  小学館

青山 美智子 913.6 ｱｵ  ﾎﾟﾌﾟﾗ社

井上 靖 913.6 ｲﾉ  中央公論新社

伊与原 新 913.6 ｲﾖ  新潮社

宇佐見 りん 913.6 ｳｻ  河出書房新社

宇佐見 りん 913.6 ｳｻ  河出書房新社

西條 奈加 913.6 ｻｲ  集英社

白尾 悠 913.6 ｼﾗ  河出書房新社

梨木 香歩 914.6 ﾅｼ  岩波書店

ﾍｼｵﾄﾞｽ 991.1 ﾍｼ  岩波書店

自分の頭で考える日本の論点

ｱﾝﾀﾞｰｸﾗｽ

お探し物は図書室まで

晩夏 少年短篇集

八月の銀の雪

見るだけで英語ﾍﾟﾗﾍﾟﾗになるA4一枚英語勉強法

千年の眠りを醒ます『伊勢物語』

裁判官だから書けるｲﾏﾄﾞｷの裁判

地域を変えるｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ

あなたの老後を助けるｹｱﾏﾈさんの仕事がわかる本

７００　芸　術

そこにｼﾜがあるから ｴｸｽﾄﾘｰﾑ･ｱｲﾛﾆﾝｸﾞ奮闘記

かか

心淋し川

ｻｰﾄﾞ･ｷｯﾁﾝ

新着本の紹介

ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ 大学は私の人生を変えた

1964年と2020年くらべて楽しむ地図帳

書　　　名

ITﾊﾟｽﾎﾟｰﾄｷｰﾜｰﾄﾞ図鑑 ｲﾗｽﾄで合格!

出るとこだけ!ITﾊﾟｽﾎﾟｰﾄﾃｷｽﾄ&問題集 対応試験:IP 2021年版

０００　総　記

１００　哲学：心理学

ひと目でわかるﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞのしくみとはたらき図鑑

ほんとうのﾘｰﾀﾞｰのみつけかた

神統記

誰でもできるけれど､ごくわずかな人しか実行していない成功の法則 

２００　歴史・地理

３００　社会科学

４００　自然科学

６００　産業

中高生からの防犯 活かそうｺﾐｭ力!

電柱鳥類学 ｽｽﾞﾒはどこに止まってる?

美しすぎる地学事典

ﾋﾄの目､驚異の進化 視覚革命が文明を生んだ

推し､燃ゆ　　

ﾊﾟﾝﾃﾞﾐｯｸ 世界に広がる恐るべき50の感染症

たたかう免疫 人体vsｳｲﾙｽ真の主役

新しい世界 世界の賢人16人が語る未来

８００　言　語

ﾍﾝな科学 “ｲｸﾞﾉｰﾍﾞﾙ賞"研究40講

９００　文　学

それはあくまで偶然です 運と迷信の統計学

あなたはこうしてｳｿをつく

脳の大統一理論 自由ｴﾈﾙｷﾞｰ原理とはなにか

希望の一滴 中村哲､ｱﾌｶﾞﾝ最期の言葉

ﾏﾝｶﾞ三国志 1.2 

２０２１年３月号 No.１６７

令和３年３月１７日

発行／沼津東高等学校図書館

のつぶやき

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。

＊教室や部室、自宅に置き忘れて

いる本はありませんか。もう一度

確認をしましょう。

春休み中の図書館開館時間をお知らせします。本の貸し借り、

閲覧室の利用ができます。 ＊自習室の利用時間も同じです＊

沼津市立図書館 電子書籍ｻｰﾋﾞｽ

（https://www.d-library.jp/numazu/g0101/top/）

2021年1月29日から沼津市立図書館で電子書籍ｻｰﾋﾞｽが始ま

りました。既に図書ｶｰﾄﾞを持っている人は、すぐにｻｰﾋﾞｽが受

けられます。沼津市民でなくても沼津の学校に通学していれば

利用可能です。沼津市民以外の人は、窓口で沼津東高に在学で

あることを申請すれば翌日から利用できるようになります。

利用において専用のｿﾌﾄは必要なく、ﾊﾟｿｺﾝやﾀﾌﾞﾚｯﾄ、ｽﾏｰﾄﾌｫ

ﾝなどのWEBﾌﾞﾗｳｻﾞを使います。とはいえ、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝはちょっと

つらいです。

市立図書館にある本がすべて読めるのではありません。また

著作権の問題からでしょうか、最新の本はありませんし、貸し

出し冊数が限られているため、人気の本は予約待ちになること

が多いようです。私も早速登録して使ってみました。好きな小

説家で検索しましたがﾋｯﾄせず、ちょっとがっかりもしました

が、でもなんとなく借りた本が意外と面白かったりしてそれな

りに楽しめました。小説以外にも絵本や実用書もあり、自分の

本棚が少し拡張されたような感じです。

ﾈｯﾄでの電子書籍ｻｰﾋﾞｽ

最近は電子書籍で本を買うことが珍しくなくなりました。品

切れもなくすぐに買えること、場所を取らないことが利点です。

ちょっと安いということもありますが、古本として売れないこ

とを考えると、お得感は疑問です。いっぽうで運営会社が廃業

したりしてｻｰﾋﾞｽを停止してしまうと、購入したはずの本が読

めなくなるという危険性があります。私も買うときは紙にする

か、電子書籍にするかでいつも迷います。

太古より人は「本」という形でしか情報を残すことはできま

せんでした。「本」を手に入れることが情報を手に入れること

であり、「本」を保存することが、情報を保存することでした。

しかし、「文字」「音声」「画像」などすべての情報が電子化

されている今、その流通の形も蓄積の方法も変わるのは必然で

す。ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末などの普及はその流れを加速するでしょう。折

しもGIGAｽｸｰﾙ構想により、今後一人一台のPCが生徒に配布さ

れ教科書も電子化されます。調べ物については「まずはﾈｯﾄで

検索」があたりまえです。

紙の本がなくなることはないでしょうが、いずれ電子書籍が

主流になると思います。ｻﾌﾞｽｸﾘﾌﾟｼｮﾝ（※）という商業形態が

一般化すれば、個々の作品を「所有する」という意味も失われ

ます。そうなると図書館の役割や形態も変わっていくことで

しょう。

本棚に本を並べることは骨董趣味となり、必要な情報はﾈｯﾄ

から読み出し、作家は閲覧数に応じて原稿料を得る。そんな未

来も遠くないかもしれません。

（※ｻﾌﾞｽｸﾘﾌﾟｼｮﾝ＝定額を支払うことにより一定の期間ｻｰﾋﾞｽを

利用する。使っても使わなくても料金は同じ。書籍の例として

はAmazonのKindleUnlimitedなどがある。）

電子書籍の、そしてもしくは図書館の未来

本屋大賞2021 ノミネート作品10作品を揃えてあります。読んで大賞作品を予想をしてみませんか？

本屋大賞ノミネート作

第164回芥川賞受賞作

第164回直木賞受賞作

本屋大賞ノミネート作

月 火 水 木 金 土 日
3/15 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20 3/21
9:00 9:00 9:00 9:00
～ ～ ～ ～ 閉館

17:00 17:00 17:00 17:00
3/22 3/23 3/24 3/25 3/26 3/27 3/28
9:00 9:00 9:00 9:00 9:00
～ ～ ～ ～ ～ 閉館 閉館

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
3/29 3/30 3/31 4/1 4/2 4/3 4/4
9:00 9:00 9:00 9:00
～ ～ 閉館 ～ ～ 閉館 閉館

16:00 16:00 16:00 16:00
4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11
9:00 9:00 9:00 9:00
～ ～ ～ ～ 閉館 閉館

16:00 16:00 17:00 17:00

終業式
16:00閉館

始業式
入学式
通常開館

春分の日
閉館


