
著者名 請求番号 出版社

｢武国｣日本 自国意識とその罠 佐伯 真一 210.1 ｻｴ  平凡社
昭和戦争史講義 ｼﾞﾌﾞﾘ作品から歴史を学ぶ 一ﾉ瀬 俊也 210.7 ｲﾁ  人文書院
ｱｼﾞｱの人々が見た太平洋戦争 小神野 真弘 210.7 ｵｶﾞ  彩図社
朝鮮属国史 中国が支配した2000年 宇山 卓栄 221 ｳﾔ  扶桑社
図説日本の島 76の魅力ある島々の営み 平岡 昭利 291 ﾋﾗ  朝倉書店

もっと言ってはいけない 橘 玲 304 ﾀﾁ  新潮社
こんなに恐ろしい核兵器 1 核兵器はこうしてつくられた 鈴木 達治郎 319.8 ｽｽﾞ 1 ゆまに書房
戦国大名と分国法 清水 克行 322.1 ｼﾐ  岩波書店
｢お金｣っていま何が起きてる? 新しい経済の仕組み ﾏﾈｰ･ﾘｻｰﾁ･ｸﾗﾌﾞ 330.4 ﾏﾈ  青春出版社
価格でわかる日本経済 日本経済新聞社 332.1 ﾆﾎ  日本経済新聞出版社

戦前の大金持ち 出口 治明 332.8 ﾃﾞｸﾞ  小学館
未来年表人口減少危機論のｳｿ 高橋 洋一 334.3 ﾀｶ  扶桑社
ｱﾝﾀﾞｰｸﾗｽ 新たな下層階級の出現 橋本 健二 361.8 ﾊｼ  筑摩書房
底辺への競争 格差放置社会ﾆｯﾎﾟﾝの末路 山田 昌弘 361.8 ﾔﾏ  朝日新聞出版
東大を出たあの子は幸せになったのか 樋田 敦子 367.2 ﾋﾀﾞ  大和書房
漂流児童 福祉施設の最前線をゆく 石井 光太 369.4 ｲｼ  潮出版社
学校の｢当たり前｣をやめた｡ 工藤 勇一 376.3 ｸﾄﾞ  時事通信社
天ぷらにｿｰｽをかけますか? ﾆｯﾎﾟﾝ食文化の境界線 決定版 野瀬 泰申 383.8 ﾉｾ  筑摩書房

ﾒﾀﾎﾞも老化も腸内細菌に訊け! 小沢 祥司 400 ｲﾜ 281 岩波書店
図解身近にあふれる｢微生物｣が3時間でわかる本 左巻 健男著 465 ｻﾏ  明日香出版社

原爆 私たちは何も知らなかった 有馬 哲夫 559.7 ｱﾘ  新潮社
全国｢駅ﾗｰﾒﾝ｣探訪 地域に人を呼ぶ､ご当地の味 鈴木 弘毅 596.3 ｽｽﾞ  交通新聞社
朝10分!中高生のﾗｸﾁﾝ弁当320 食のｽﾀｼﾞｵ 596.4 ｼｮ  学研ﾌﾟﾗｽ
英語でｶﾞｲﾄﾞ!外国人がいちばん知りたい和食のお作法 上田 敏子 596.8 ｳｴ  Jﾘｻｰﾁ出版

出世する人の英語 ｱﾒﾘｶ人の論理と思考習慣 小林 真美 670.9 ｺﾊﾞ  幻冬舎

忘れられない祈りの聖地 富井 義夫 748 ﾄﾐ  山と渓谷社
ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝを聴けば世界史がわかる 片山 杜秀 762.3 ｶﾀ  文芸春秋
一切なりゆき 樹木希林のことば 樹木 希林 778.2 ｷｷ  文芸春秋
一流ｱｽﾘｰﾄに学ぶ最強の食事術 細野 恵美 780.1 ﾎｿ  三笠書房

自分の言葉で語る技術 川上 徹也 809.2 ｶﾜ  朝日新聞出版
日本語が世界を平和にするこれだけの理由 金谷 武洋 810.4 ｶﾅ  飛鳥新社
日英語表現辞典 最所 ﾌﾐ 833.3 ｻｲ  筑摩書房

漱石の地図帳 歩く･見る･読む 中島 国彦 910.2 ﾅｶ  大修館書店
しびれる短歌 東 直子 911.1 ﾋｶﾞ  筑摩書房
四度目の氷河期 荻原 浩 913.6 ｵｷﾞ  新潮社
二千七百の夏と冬 上・下 荻原 浩 913.6 ｵｷﾞ 1・2 双葉社
生きてさえいれば 小坂 流加 913.6 ｺｻ  文芸社
小説フランス革命10～18 佐藤 賢一 913.6 ｻﾄ 10～18 集英社
麦本三歩の好きなもの 住野 よる 913.6 ｽﾐ  幻冬舎

著者名 請求番号 出版社 傑作はまだ 瀬尾 まいこ 913.6 ｾｵ  ｴﾑｵﾝ･ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ
白魔のｸﾘｽﾏｽ 長編新伝奇小説書下ろし 田中 芳樹 913.6 ﾀﾅ  祥伝社

国家と教養 藤原 正彦 002 ﾌｼﾞ  新潮社 傲慢と善良 辻村 深月 913.6 ﾂｼﾞ  朝日新聞出版
FACTFULNESS ﾊﾝｽ･ﾛｽﾘﾝｸﾞ 002.7 ﾛｽ  日経BPﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 新章神様のｶﾙﾃ 夏川 草介 913.6 ﾅﾂ 4 小学館
やさしいﾃﾞｻﾞｲﾝの教科書 改訂版 滝上 園枝 021.4 ﾀｷ  ｲﾝﾌﾟﾚｽ 横道世之介 続 吉田 修一 913.6 ﾖｼ 2 中央公論新社
天皇と儒教思想 伝統はいかに創られたのか? 小島 毅 0210 ｺｼﾞ  光文社 男の不作法 内館 牧子 914.6 ｳﾁ  幻冬舎

濃霧の中の方向感覚 鷲田 清一 914.6 ﾜｼ  晶文社
禁足地巡礼 吉田 悠軌 147 ﾖｼ  扶桑社 迷路の外には何がある? 『ﾁｰｽﾞはどこへ消えた?』その後の物語 ｽﾍﾟﾝｻｰ･ｼﾞｮﾝｿﾝ 933.7 ｼﾞｮ  扶桑社
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発行／沼津東高等学校図書館

平成31年度がスタートしました
若葉の萌える４月、図書館も気持ちをあらたに始動しました。今年度の図書課の先生を紹介します。

課長 佐藤 久 （国語・３１副担・男子ソフトテニス部） 八木 みどり （英語・１２ＨＲ副担・文芸部）
飯田 剛 （国語・２４副担・競技カルタ部） 浅井 一哉 (国語・２年部・文芸部）
杉山 裕子 (国語・１３正担・新聞部) 加藤 正之 （物理・１年部・地学部）

オガタ 彩野 (英語・３２正担・新聞部 ) 小泉・多田 ( 司書 ）

佐藤課長からひとこと (木曜日担当）
今年から図書研修課長となりました。よろしくお願

いします。ネットの時代、わざわざ図書館なんてと思

う人もいるかもしれませんが、借り物でない知識を身

につけるためには、まだまだ読書が必要です。諸君

が新しい世界へ翔びたつ力になれればと思います。

飯田先生からひとこと （月曜日担当）

忙しい日々のなかで本を読む時間を確保するのは

たいへんかもしれません。しかし、この学校には朝読

書の時間が設けられています。少なくとも1日10分の

時間は読書にあてられます。有効に使ってください。

八木先生からひとこと （火曜日担当）
今日出会った本の一言があなたに夢や希望を与え

てくれるかもしれません。心豊かな毎日のために是

非図書館に寄ってください。朝読書の本も借りにきて

くださいね。

オガタ先生からひとこと (水曜日担当）
本校図書館は、地元の図書館には置いていないよ

うな、思わず手に取りたくなるような本がたくさん並ん

でいます。もしかしたら、人生を決めるような本に出会

えるかもしれません。是非、足繁く来館してください！

杉山先生からひとこと (金曜日担当）
高校時代は出会いの時代です。様々な人、いろい

ろなこととの出会いを通して自分自身をしっかり確立

する－これが青春です。記念館図書館の多彩な蔵

書との出会いを通して、本当の青春の輝きを手に入

れてください！

浅井先生からひとこと
沼東で定年退職した後、そのまま居させてもらって

います。本は好きですが、読むのが遅いのでなかな

か読み終わりません。読書の仕方は人それぞれです

が、あなた自身の裾野を形作るものです。何とか習慣

づけたいですね。

加藤先生からひとこと
4月に東高に着任しました。久しぶりに見る東高

図書館は重量感を増したように思います。できるだ

け多く図書館に足を運び、このすばらしい雰囲気を

肌で感じてください。

司書からひとこと
司書は本選びのお手伝いや、図書館で困ったこ

と、わからないことなどをお答えします。気軽に声を

かけてくださいね。待っています。

図書館公認ｷｬﾗｸﾀｰ

しおりっしーです。

よろしくお願いします。

瀬尾まいこ

『そして、バトンは渡された』


