
著者名 請求番号 出版社

AIに心は宿るのか 松原 仁 007.1 ﾏﾂ  集英社

誰もが嘘をついている ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ分析が暴く人間のﾔﾊﾞい本性 ｾｽ･ｽﾃｨｰヴﾝｽﾞ 007.3 ｽﾃ  光文社
読んだら忘れない読書術 精神科医が教える 樺沢 紫苑 019.1 ｶﾊﾞ  ｻﾝﾏｰｸ出版
夢の猫本屋ができるまで Cat's Meow Books 井上 理津子 024 ｲﾉ  集英社

沖縄報道 日本のｼﾞｬｰﾅﾘｽﾞﾑの現在 山田 健太 070.2 ﾔﾏ  筑摩書房

考えるとはどういうことか 0歳から100歳までの哲学入門 梶谷 真司 104 ｶｼﾞ  幻冬舎

考える練習帳 細谷 功 141.5 ﾎｿ  ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社
やりたいことを全部やる!時間術 臼井 由妃 159 ｳｽ  日本経済新聞出版社

ﾏｲﾝﾄﾞｾｯﾄ ｢やればできる!｣の研究 ｷｬﾛﾙ･S.ﾄﾞｩｴｯｸ 159 ﾄﾞｩ  草思社

軍事の日本史 鎌倉･南北朝･室町･戦国時代のﾘｱﾙ 本郷 和人 210.4 ﾎﾝ  朝倉書店

THE LAST GIRL ｲｽﾗﾑ国に囚われ､闘い続ける女性の物語 ﾅﾃﾞｨｱ･ﾑﾗﾄﾞ 302.2 ﾑﾗ  東洋館出版社
日経大予測 2019 これからの日本の論点 日本経済新聞社304 ﾆﾎ 2019 日本経済新聞出版社

｢きめ方｣の論理 社会的決定理論への招待 佐伯 胖 361.4 ｻｴ  筑摩書房
犬猿県 絶対に負けられない県が､隣にいる! 矢野 新一 361.4 ﾔﾉ  ﾜﾆﾌﾞｯｸｽ
医薬品業界で働く 池田 亜希子 366 ｲｹ 補21 ぺりかん社
税理士になるには 改訂版 西山 恭博 366 ﾆｼ 106 ぺりかん社
ﾙﾎﾟ児童相談所 大久保 真紀 369.4 ｵｵ  朝日新聞出版
日本の伝説 東北･北海道 藤沢 衛彦 388.1 ﾌｼﾞ  河出書房新社
日本の伝説 京都･大阪･奈良 藤沢 衛彦 388.1 ﾌｼﾞ  河出書房新社
日本の伝説 江戸東京 藤沢 衛彦 388.1 ﾌｼﾞ  河出書房新社

　　
　　 組合せ数学 ﾛﾋﾞﾝ･ｳｨﾙｿﾝ 400 ｲﾜ 280 岩波書店

　　 世界の歴史を変えたｽｺﾞｲ物理学50 ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾘｰｽﾞ 420.2 ﾘｰ  ゆまに書房

　　 今日から使える物理数学 難解な概念を便利な道具にする 岸野 正剛 421.5 ｷｼ  講談社
｢ﾛｳｿｸの科学｣が教えてくれること ﾌｧﾗﾃﾞｰ 430.4 ﾌｧ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

僕たちは､宇宙のことぜんぜんわからない ｼﾞｮｰｼﾞ･ﾁｬﾑ 440 ﾁｬ  ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

気象学と気象予報の発達史 堤 之智 451 ﾂﾂ  丸善出版
気象と気候のとらえ方 きまぐれな大気の物理を読み解く Mark Denny 451 ﾃﾞﾆ  丸善出版

須藤 斎 467.5 ｽﾄ  講談社

美しき小さな雑草の花図鑑 大作 晃一 470 ｵｵ  山と渓谷社
絶滅できない動物たち M.R.ｵｺﾅｰ 480.9 ｵｺ  ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社
医者の本音 患者の前で何を考えているか 中山 祐次郎 490.1 ﾅｶ  SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ
免疫と｢病｣の科学 万病のもと｢慢性炎症｣とは何か 宮坂 昌之 491.6 ﾐﾔ  講談社
虐待が脳を変える 脳科学者からのﾒｯｾｰｼﾞ 友田 明美 493.9 ﾄﾓ  新曜社
食にまつわる55の不都合な真実 金丸 弘美 498.5 ｶﾅ  ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ

日本のﾀﾞﾑ美 近代化を支えた石積み堰堤 川崎 秀明 517.7 ｶﾜ  ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房
原発事故と｢食｣ 市場･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･差別 五十嵐 泰正 543.5 ｲｶﾞ  中央公論新社
料理の科学大図鑑 ｽﾁｭｱｰﾄ･ﾌｧﾘﾓﾝﾄﾞ 596 ﾌｧ  河出書房新社

ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰはﾜｲﾝを美味にするか? 音楽の心理学 ｼﾞｮﾝ･ﾊﾟｳｴﾙ 761.1 ﾊﾟｳ  早川書房

いつも日本語で悩んでいます 日常語･新語･難語･使い方 朝日新聞校閲ｾﾝﾀｰ 810.4 ｱｻ  さくら舎
山口仲美著作集 3 言葉から迫る平安文学 3 山口 仲美 810.8 ﾔﾏ 3 風間書房
文章力かくﾁｶﾗ 外山 滋比古 816 ﾄﾔ  展望社
ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙ英会話 ｢話せるｱﾀﾏ｣を最速でつくる 関 正生 837.8 ｾｷ  NHK出版

猫のまぼろし､猫のまどわし 東西妖猫名作選 東 雅夫 908.3 ﾋｶﾞ  東京創元社
ひと 小野寺 史宜 913.6 ｵﾉ  祥伝社
平成くん､さようなら 古市 憲寿 913.6 ﾌﾙ  文芸春秋
亜由未が教えてくれたこと “障害を生きる"妹と家族の8800日 坂川 裕野 916 ｻｶ  NHK出版
STAR WARSｶﾀﾘｽﾄ 上･下 ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾙｼｰﾉ 933.7 ﾙｼ 1・2 ｳﾞｨﾚｯｼﾞﾌﾞｯｸｽ

書　　　名

３００　社会科学

０００　総　記

２００　歴史・地理

１００　哲学・心理学

50０　技　術

４００　自然科学

海と陸をつなぐ進化論 気候変動と微生物がもたらした驚きの共進化

９００　文　学

８００　言　語

７００　芸　術

２０１９年３月号 No.１４６ 

平成３１年３月１８日 

発行／沼津東高等学校図書館 

図書館長 

のつぶやき 

 「今年度の沼東で年間貸し出し回数が多かった本ベスト10

ライター」の顔ぶれを見ると、人気作家の東野圭吾（延べ回数

117回！）を筆頭に桜庭一樹・湊かなえ・辻村深月・伊坂幸太

郎といった定番の現代人気作家に加えて、歴史小説で国民

的作家とでも言うべき司馬遼太郎や、『怖い絵』シリーズ等で

アート教養書のヒット作が多い中野京子がベスト10入りしたこ

とも付記しておきます。 

 次に、貸し出し数ベストブックを見渡しますと、先述の人気

作家達の諸々の作品が目白押しの中、昨年度本屋大賞受賞

作の辻村深月『かがみの孤城』と北川景子主演の映画化でも

評判になった、志駕晃『スマホを落としただけなのに』が堂々

の同数第１位（貸し出し回数各１１回）となりました。また、ベス

ト１０の中には新井紀子『ＡＩ ｖｓ 教科書を読めない子どもた

ち』が含まれ、昨今の教育問題としての側面からも沼東生の

興味を引いたと思われます。（貸し出し回数７回）この本は夏

休み明けの読書会の推薦本の一つでもありました。 

 その他、ベスト２０の中には、西岡壱誠『現役東大生が教え

る「ゲーム式」暗記術』・本山勝寛『最強の独学術 自力であら

ゆる目標を達成する』のような学習啓発本や、石井隆之『絵で

わかる似ている英単語の使い方』・清水健二『英単語の語源

図鑑 見ているだけで語彙が増える』のような英語学習関連本

がランクインしたのが特筆すべきこと（貸し出し回数各６回）で、

図書館への求められるニーズも変容してきていることの一つ

の表れでしょうか。 

  さて、数量面での全体的傾向ですが、総貸し出し数が５５０

０冊（館外貸し出しコーナー・文庫含む）に達しようとする現時

点（３月１３日現在）で、図書館のみの貸し出し数を学年別に

見ていくと、１年生では理数科が４００冊近いのが目を引きま

す。１人当たり年間平均では男子は約５．０冊、女子約７．５冊

で、学年総数は１８００冊に迫っています。それに対し、２年生

総数は約８００冊にとどまり最高のクラスでも２００冊弱で低迷し

ていますので、図書館活用度のアップを是非とも図っていき

たいと考えています。（１人当たり年間平均～男子約２．２冊／

女子約３．３冊） 

 また、３年生は受験期後半から終盤に大学入試（国語・小論

文）につながる新書等の書籍の貸し出し数が伸張したと思わ

れ、学年総数は１１００冊で１人当たり年間平均は女子は約５．

８冊に達しました。（３年男子は約１．９冊）。学校全体をトータ

ルすると、男子貸し出し総数（１４００冊程度～１人年間平均約

３．０冊）は女子のそれ（２２００冊程度～１人年間平均約５．５

冊）に昨年よりは差は縮小しましたが、約８００冊の差をつけら

れています。 

 なお、分類別貸し出し傾向を見ていくと、例年通り、９類「文

学」が約２３００冊で過半数を超えていますが、 常設コーナー

にした「岩波サイエンスライブラリー」「サイエンスｉ」「知りたい

サイエンス」「サイエンス パレット」「ブルーバックス」のサイエン

ス系新書（理数系中心）の効果によって、４類「自然科学」が４

００冊に迫る勢いで健闘しています。 

 また、日本史・世界史・社会学の話題本（新書）を矢継ぎ早

に配架したことも奏功して、２類「歴史」・３類「社会科学」も同

じく３００冊超です。加えて、アート系書籍の特設コーナーが

関心を集め、７類「芸術」も３００冊に達しています。今後は低

位の６類「産業」・９類「総記」・５「技術」に於いて、手に取って

もらえる書籍を厚くしていきたいと思います。 

 加えて、あと１ケ月を残していますが、個人記録で年間貸し

出し数上位はほぼ１５０冊超の１年男子のＫ君以下、ベスト１０

の内訳は男子２人・女子８人、１年～４人・２年～４人・３年～２

人という状況で、多読者にあっても女子上位の状況です。 

 最後に、今年度は受験に有用性の高い「受験ハウツー・教

養本コーナー」「センター試験に出題された書籍たちコー

ナー」を刷新・充実させ、有効的に活用されています。また、

恒例の「芥川賞／直木賞作家コーナー」「新書大賞／本屋大

賞（歴代受賞作・候補作）ラインナップコーナー」「メディア（映

像）化した書籍コーナー」は根強い人気があり、「自然災害に

関する本」「明治維新１５０年記念特集」「クリスマスカラー（赤・

緑）本特集」「ダヴィンチＢＯＯＫ ＯＦ ＴＨＥ ＹＥＡＲ特集」と

いった興味・関心を喚起する企画を打ち出した結果、予想を

超える反響がありました。この様な柔軟な発想による仕掛けが

図書館からの読書啓発の起爆剤であると考え、「沼東生に読

ませたい本」の推進に微力ながらこれからも努めていきたいと

考えています。（美） 

 

 進級する前に、貸出期限の

過ぎている本を返却して下さ

い。予約が入っていなければ

延長もできます。 

 ロッカーにしまい忘れていた

り、部室に置きっぱなしの本も、

気がついたら 

図書館まで 

返却願います。 

月 火 水 木 金 土 日
3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日 3月23日 3月24日

8:00 8:00 終業式 9:00
～ ～ ～ ～ 閉館 閉館

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

3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日
9:00 9:00 9:00 9:00 離任式
～ ～ ～ ～ 9:00～ 閉館 閉館

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00

4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 4月7日
9:00 9:00 9:00 9:00 9:00
～ ～ ～ ～ ～ 閉館 閉館

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00

春分の日
閉館

自習室も同じ時間です。




