
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26～28年度 利用状況 

① 学年別貸出状況 

      

 

 

 

 

 

② 年度別ベストリーダー（各年度貸出回数上位の本）※コミックは除く 

1年生対象アンケートの結果（4月の図書館オリエンテーション時に実施） 

 

                 

    

          

       

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26年度 27年度 28年度 平均（冊） 

1年 673 2391 2666 1910 

2年 921 787 1110 939 

3年 591 672 568 610 

合 計 2185 3850 4344 3460 

26年度 
『終物語』 

西尾 維新／著 

『ソードアート・オンライン』

   川原 礫／著 

『貴族と奴隷』 

山田悠介／著 

『偽恋愛小説家』 

森 晶麿／著 

27年度 
『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』 

七月  隆文／著 

『君の膵臓をたべたい』 

住野 よる／著 

『火花』      

又吉 直樹／著 

『鹿の王』 

上橋 菜穂子／著 

28年度 
『海の見える理髪店』 

荻原  浩／著 

『君の膵臓をたべたい』 

『また、同じ夢を見ていた』 

住野 よる／著 

『何者』      

朝井 リョウ／著 

『ぼくは明日、昨日の

きみとデートする』 

七月  隆文／著 

甲府南高校図書館 

平成２９年５月 

→①は各学年でどのくらい本を借りているかの

数値です。近年は順調に増加しているのが分かり

ます。進級するにつれてなかなか本が読めなくな

る傾向にありますが、今年はどうなる？ 
 

↓②ではどんな本が多く借りられているかが分

かります。昨年は住野よるさんの人気の高さが目

立っていましたね。今年はどんな本がランクイン

してくるか楽しみです。 

ゴールデンウィークも総体も終わり、5 月も半ばに入ります。

新しい環境にもそろそろ慣れたでしょうか。緊張が緩んで「五

月病」になっていませんか？そんな時は気分転換に図書館を活

用してみましょう。スイッチを切り替える一冊に会えるはず！ 

今月は昨年度までの図書館利用状況を振り返るとともに、１年

生を対象に行ったアンケート結果を紹介します。他の生徒の読

書傾向から新しい発見ができるかも？ 

Q読みたい分野は？ 

１位：小説（推理・ミステリー・ファンタジー） 

2位：スポーツ（サッカー・野球等） 

3位：科学（数学・自然・宇宙等） 

Q好きな作家は？ 

１位：山田 悠介 

2位：東野 圭吾 

3位：湊 かなえ 

Q好きな作品は？ 

１位：空想科学読本 

2位：君の膵臓をたべたい 

3位：ハリーポッター 

1年生の皆さん、真剣に回答してくれて、どうも

ありがとうございました。面白そうな本もたくさ

ん紹介してもらえたので、参考にしていきます！ 

また図書館に来てくれると嬉しいです！！ 

Qどんな図書館なら利用したい？ 

１位：静かで落ち着ける雰囲気 

2位：本の種類が豊富 

3位：気軽に入れる・本を探しやすい 



□■４月に入った本■□ 

ＰＩＣＫ ＵＰ 

『「ポスト真実」時代のネットニュースの読み方』    

松林 薫  晶文社  070/ﾏﾂ  

昨年行われたアメリカ大統領選挙。メディアはこぞってヒラ 

リー氏の優勢を報じていた。しかし結果はトランプ大統領の 

誕生である。この背景には次々と投稿、拡散された「フェイ 

クニュース」の影響があったといわれている。誰でもインタ 

ーネットを通じて情報の発信ができる世界において、人々が 

求めるのは「ＰＯＳＴ ＴＲＵＴＨ＝真実ではない何か」 

なのか。元新聞記者が語る情報との正しい付き合い方とは。 

 
『くらべる時代』 

おかべ  たかし  東京書籍 210.7 ｵｶ  

今年は平成 29年。昭和も遥か昔になってしまった。まだ歴 

史というには早いけれど、確実に変化は起きている。昭和と 

平成を左右に並べることで、時代の移り変わりを明確に実感 

することができる一冊。実は掲載されている「昭和」も新し 

く撮影したもの。つまり生活の中にはまだまだ昭和が潜んで 

いる。この本を参考にして昭和を探してみるのも楽しい。 

 
『元素生活』  

寄藤 文平  化学同人 431 ﾖﾘ 

昨年 11月理化学研究所が発見した元素が「ニホニウム」と 

して正式に認定された。元素の命名権を与えられたことは、 

欧米以外では初めての快挙。本書はニホニウムを含む全ての 

元素をコミカルなキャラクターに見立て、体系的に紹介して 

いる。難しい元素もこのキャラクターと一緒ならきっと覚え 

られるはず。 

 
『この嘘がばれないうちに』 

川口 俊和  サンマーク出版 913.6 ｶﾜ  

とある喫茶店に不思議な都市伝説がある。特定の席に座る 

と、望んだ時代にタイムスリップができるというもの。しか 

し実現には幾多のハードルがあり、何より「運命を変えるこ 

とはできない」という重大なルールが存在する。それでも噂 

を求めて今日も誰かが来店する。彼らはなぜ時を渡るのか？ 

優しい嘘にまつわる４つの物語。前作『コーヒーが冷めない 

うちに』は今年の本屋大賞ノミネート。是非ご一緒にどうぞ。 

 

 

 

 

 

 

 

その他新着本【他にもあります】 

０ 情報・出版 

夜型人間のための知的生産術  斎藤孝 002 ｻｲ  

ＡＩまるわかり  古明地 正俊 007 ｺﾒ  

役に立たない読書  林 望 019 ﾊﾔ  

１ 哲学・人生 

はじめての哲学的思考  苫野 一徳 104 ﾄﾏ  

聖書と歎異抄  五木 寛之 193 ｲﾂ  

２ 歴史・地理 

日本の近代とは何であったか 三谷太一郎 210.6 ﾐﾀ  

武田氏滅亡  平山 優 289.1 ﾋﾗ  

世界の果てのありえない場所  トラビスエルボラフ 290 ｴﾙ  

関口知宏のﾖｰﾛｯﾊﾟ鉄道大紀行 関口知宏 293 ｾｷ  

３ 社会・経済・教育 

シリア情勢  青山 弘之 302 ｱｵ  

日中漂流  毛里 和子 319 ﾓｳ  

ヒルビリー・エレジー  Ｊ．Ｄ．ヴァンス 361 ｳﾞｱ  

モラルの起源  亀田 達也 361 ｶﾒ  

異才、発見！  伊藤 史織 371 ｲﾄ  

先生は教えてくれない大学のトリセツ  田中研之輔377ﾀﾅ  

４ 自然科学 

理化学研究所  山根 一真 407 ﾔﾏ  

素数はめぐる  西来路  文朗 412 ｻｲ  

世界でもっとも美しい量子物理の物語ﾛﾊﾞｰﾄ P ｸﾘｰｽ 421 ｸﾘ  

面白くて眠れなくなる化学  左巻 健男 430 ｻﾏ  

宇宙に「終わり」はあるのか  吉田  伸夫 443 ﾖｼ  

最新太陽系大図鑑   444 ｻｲ  

地球はなぜ「水の惑星」なのか  唐戸 俊一郎 450 ｶﾗ  

痛覚のふしぎ  伊藤 誠二 491 ｲﾄ  

タンパク質とからだ  平野  久 491 ﾋﾗ  

怖くて眠れなくなる感染症  岡田 晴恵 493 ｵｶ  

５ 工業・家政 

日本一小さな農業高校の学校づくり  品田 茂 526 ｼﾅ  

ＩｏＴを支える技術  菊地 正典 549 ｷｸ  

紙つなげ！彼らが本の紙を造っている  佐々涼子 585 ｻｻ  

実況・料理生物学  小倉 明彦 596 ｵｸ 

６ 産業 

ときめく花図鑑  中村 文 627 ﾅｶ  

７ 芸術 

ブリューゲルへの招待  朝日新聞出版 723 ﾌﾞﾘ  

字が汚い！  新保 信長 728 ｼﾝ  

ランニングする前に読む本  田中  宏暁 782 ﾀﾅ  

生死を分ける、山の遭難回避術  羽根田 治 786 ﾊﾈ  

８ 言語 

ちいさい言語学者の冒険  広瀬 友紀 801 ﾋﾛ  

特派員直伝とらべる英会話  読売新聞国際部 837 ﾄﾗ  

９ 文学・小説 

村上春樹翻訳〈ほとんど〉全仕事  村上 春樹 910.2 ﾑﾗ  

そして、星へ行く船  新井 素子 913.6 ｱﾗ  

心霊探偵八雲 10 神永  学 913.6 ｶﾐ 10 

ちょっと今から仕事やめてくる  北川 恵海 913.6 ｷﾀ  

かわうそ堀怪談見習い  柴崎  友香 913.6 ｼﾊﾞ  

ラブ・ミー・テンダー  小路 幸也 913.6 ｼﾖ  

図書室のピーナッツ  竹内 真 913.6 ﾀｹ  

ケーキ王子の名推理 2 七月 隆文 913.6 ﾅﾅ 2 

彼女の色に届くまで  似鳥 鶏 913.6 ﾆﾀ  

ひとめぼれ  畠中 恵 913.6 ﾊﾀ  

さらば愛しき魔法使い  東川 篤哉 913.6 ﾋｶﾞ  

素敵な日本人  東野 圭吾 913.6 ﾋｶﾞ  

すべての見えない光  アンソニー ドーア 933 ﾄﾞｱ  

紙の動物園  ケン リュウ 933 ﾘﾕ  

住野よる最新作。登場する

５人が持つ特殊な力とは？

『か「」く「」し「」ご「」

と「」』   

スタジオジブリの名プロデュー

サーが名作の裏側を語る 

『ジブリの文学』    

翻訳部門の本屋大賞受賞作。県

内高校生がﾋﾞﾌﾞﾘｵﾊﾞﾄﾙ全国大

会をこの本で優勝して話題に

なった『ハリネズミの願い』   

マルチな活躍を見せる星野源

の最新エッセイ集。 

『いのちの車窓から』 


