
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４～８月の貸出状況（冊数） 

１－１ １３８  ２－１ １５７  ３－１ １１９ 

１－２ １５０  ２－２ ２７８  ３－２ １２７ 

１－３ １５８  ２－３ ７０  ３－３ ５０ 

１－４ ７４  ２－４ ４０  ３－４ １５８ 

１－５ ３１８  ２－５ １４１  ３－５ ２２ 

１－６ １９３  ２－６ ２７  ３－６ ４８ 

１－７ １４６  ２－７ ３１  ３－７ ７８ 

計 １１７７  計 ７４４  計 ６０２ 

合計２５２３冊（内訳：図書１７９４冊 コミック７２９冊）      

（参考 昨年度１年生：１３８３冊 ２年生：４０４冊 ３年生：２７０冊 合計：２０５７冊 

内訳：図書１３２４冊 コミック７３３冊 ）  
 

２・３年生は去年と比較するとかなり貸出が増えています！去年の図書館通信で問題に挙げた 

コミックの貸出割合も減り、一般図書がよく読まれています。小説ばかりではなく、新書などの 

ノンフィクションも多く借りられるようになりました。引き続きどんどん利用してください！ 

１年生は去年より少し減少しています。来る生徒は沢山借りていきますが、４月のオリエンテー 

ション以来お会いしていない生徒も中には・・・。高校の忙しさにも少しは慣れてきて、時間が 

上手に使えるようになっているはず！休み時間や下校前などを利用して図書館に来てみませんか？ 

 

 

        図書館システム入替工事のお知らせ   
   

     

    今年は６年に１度、高校図書館のパソコン機器類を一斉に入れ替える年になっています。 

その影響で9月11日（月）～9月22日（金）は以下の通りの対応となります。 
 

① 図書の検索端末が使えません（本を探すときには司書に聞いてください） 

② 他の学校からの取り寄せができません（22日以降の対応となります） 

※貸出や返却、予約などは通常どおり行います。 

※特別貸出として期間内の返却期限は１０月６日（金）となります。 

 

ご不便をおかけしますがご理解ご協力をよろしくお願いします。  
 

 

 

 

甲府南高校図書館 

平成２９年９月 

9月になりました。皆さん充実した夏休みを過ごせたでしょうか。 

まだまだ暑い日が続いていますが、秋の気配も少しずつ、感じられるよ

うになってきました。もうひと踏ん張りですね！ 

今回は１学期の図書館利用状況をまとめました。各自で振り返ってもら

い、もっと図書館を有効活用できるように考えていきましょう。 

また9月中旬にある図書館システム入替についてもお知らせします。 



ＰＩＣＫ ＵＰ 

『世界の特別な１日』 マルゲリータ ジャコーザ∥著  

日経ナショナルジオグラフィック社 209 ｾｶ 

         その技術が発明されて以来、カメラは歴史の証人として世界

中で特別な 1枚を撮り続けてきた。ライト兄弟の初飛行やス

ペースシャトルの打ち上げのような希望もあれば、原爆投下

やグラウンド・ゼロなどの絶望的な写真もある。共通して感

じるのは、この場面を未来に残したい、という強いメッセー

ジである。写真が訴えるその真意に少しでも多くの人が触れ

てほしいと思う。 

 

『呼吸器の子』 
松永 正訓∥著 現代書館 493 ﾏﾂ 

凌雅君は生まれつき難病であるゴーシェ病を抱えていた。

遺伝子の機能不全により代謝が異常になる病気で、多くの

子どもは二歳までしか生きられないという。両親はリスク

の高い骨髄移植を諦め、人工呼吸器を装着して在宅での生

活を決断する。傍目から見ると安易に「大変そう」で済ま

せてしまうこの家族の生活だが、両親は「楽しい」と言っ

てのける。本書は障害者家族や関わるすべての人たちの姿

を追うことで、人が生きる意味、その本質を考えさせられ

るノンフィクションである。 

 

『ブルーナが語るミッフィーのすべて』  

ＭＯＥ編集部  白泉社 726 ﾌﾞﾙ 
世界中で愛される「ミッフィー」の生みの親であるディック・ 

ブルーナが今年２月に亡くなった。シンプルな表情、正面ば 

かりを向いている顔、そして６つの色。単純に見えるその絵 

には生み出されてから６０年間愛され続けるだけの深いこ 

だわりがあった。過去の本人のインタビューや作品の数々を 

通して、ブルーナの生涯とミッフィーの全容に迫る一冊。 

 

『月の満ち欠け』 

  佐藤  正午∥著 岩波書店  913.6 ｻﾄ．  

「月の満ち欠けのように、生と死を繰り返す」その言葉を残し、 

正木瑠璃はこの世を去る。その言葉通り、他人として生まれ 

変わる瑠璃だったが、「前世の恋人に再会する」という願いは 

小学生二年生には極めて困難なものであった。年月を経て、 

高校卒業と同時に念願の機会を得るのだが…。まさに命懸け 

の愛を貫く瑠璃と、翻弄される人々の運命を描く。 

今年上半期の直木賞受賞作品。 

 

 

その他新着本 

０ 総記 

ＩＴ全史 中野 明 007 ﾅｶ 
謎床 松岡 正剛 007 ﾏﾂ 

１ 哲学 

哲学用語図鑑 田中 正人 100 ﾀﾅ 
ときめく御仏図鑑 門賀 美央子  186 ﾓﾝ 

２ 歴史・地理 

沖縄の戦争遺跡 吉浜 忍 219 ﾖｼ 
沖縄戦を生きぬいた人びと 吉川 麻衣子 219 ﾖｼ 
名字でわかるあなたのルーツ 森岡 浩 288 ﾓﾘ 
世界の廃墟・遺跡６０ リチャード ハッパー 290 ﾊﾂ 

３ 社会・経済・文化 
最後の超大国インド 平林 博 302 ﾋﾗ 
世界を分断する「壁」 アレクサンドラノヴォスロフ 312 ﾉｳﾞ 
ワンオペ育児 藤田 結子 367 ﾌｼﾞ 
教育とＬＧＢＴＩをつなぐ 三成 美保 著 374 ﾐﾂ 
部活があぶない 島沢 優子 375 ｼﾏ 
「みんなの学校」が教えてくれたこと 木村 泰子 376 ｷﾑ 
保育の仕事がわかる本 田代  和美 著 376 ﾀｼ 
南方熊楠 南方  熊楠 380 ﾐﾅ 
世界の屋台メシ ジャン＝フランソワ マレ 383 ﾏﾚ 
シンデレラの謎 浜本 隆志 388 ﾊﾏ 

４ 自然科学 
世界は数字でできている 野口 悠紀雄 410 ﾉｸﾞ 
数学ガールの秘密ノート 結城 浩 410 ﾕｳ 
時空のからくり 山田 克哉 421 ﾔﾏ 
宇宙４８の謎  443 ｳﾁ 
カラー図解古生物たちのふしぎな世界 土屋健 457 ﾂﾁ 
紙の上の動物園 シャーロット スレイ 460 ｶﾐ 
ゲノム編集を問う 石井 哲也 467 ｲｼ 
ぼくの村がゾウに襲われるわけ。 岩井 雪乃 480 ｲﾜ 
歌うカタツムリ 千葉 聡 484 ﾁﾊﾞ 
遺族外来 大西 秀樹 490 ｵｵ 
歯科医師になるには 笹田 久美子 498 ｻｻ 

５ 工業・家政 
トコトンやさしい３Ｄものづくりの本 柳生 浄勲 501 ﾄｺ 
秒速８キロメートルの宇宙から 大西 卓哉 538 ﾋﾞﾖ 
「香り」の科学 平山 令明 576 ﾋﾗ 
おいしいものには理由（わけ）がある 樋口 直哉 588 ﾋｸﾞ 
Ｔｈｅ Ｋｉｔｃｈｅｎ ａｓ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ セザールベガ 596 ｻﾞｷ 

6 産業 
はかりきれない世界の単位 米沢 敬 609 ﾖﾈ 
ルポどうなる？どうする？築地市場 永尾 俊彦 675 ﾅｶﾞ 
最高の空港の歩き方 斉藤 成人 687 ｻｲ 

７ 芸術・スポーツ 
あやしい美人画 松嶋 雅人 721 ｱﾔ 
読むオペラ 堀内 修 766 ﾎﾘ 
美宇は、みう。 平野  真理子 783 ﾋﾗ 
生け雑草 小林 南水子 793 ｺﾊﾞ 

８ 言語 
これからレポート・卒論を書く若者のために 酒井聡樹 816 ｻｶ 
日英ことわざ文化事典 山田 雅重 833 ﾔﾏ 

９ 文学 
弥栄の烏 阿部  智里 913.6 ｱﾍﾞ 
真夜中のパン屋さん 大沼  紀子  913.6 ｵｵ 
わたしたちは銀のフォークと薬を手にして 島本理生 913.6ｼﾏ 
世界のすべてのさよなら 白岩 玄 913.6 ｼﾗ 
茄子の輝き 滝口 悠生 913.6 ﾀｷ 
ネメシスの使者 中山 七里 913.6 ﾅｶ 
忍物語 西尾  維新 913.6 ﾆｼ 
猫が見ていた 湊 かなえ 913.6 ﾈｺ 
とるとだす 畠中 恵 913.6 ﾊﾀ 
あなたの隣にいる孤独 樋口  有介 913.6 ﾋｸﾞ 
蒼のファンファーレ 古内 一絵 913.6 ﾌﾙ 
パーマネント神喜劇 万城目 学 913.6 ﾏｷ 
さよなら神様 麻耶 雄嵩 913.6 ﾏﾔ 
宮辻薬東宮 宮部 みゆき 913.6 ﾐﾔ 
ボクたちはみんな大人になれなかった 燃え殻 913.6 ﾓｴ 
ジョン・マン 山本 一力 913.6 ﾔﾏ 
風と共にゆとりぬ 朝井 リョウ 914.6 ｱｻ 
それでもこの世は悪くなかった 佐藤 愛子 914.6 ｻﾄ 
メアリと魔女の花 メアリー スチュアート  933 ｽﾁ 
神々と戦士たち ミシェル ペイヴァー 933 ﾍﾟｲ 
 

□■９月に入った本■□ 

現在国立西洋美術館で日本初の展示が

行われている美しいだまし絵の数々。 

『アルチンボルドアートコレクション』 

グラスホッパー、マリアビートルに続

く殺し屋シリーズ第 3弾。今度の主

役は恐妻家？ﾞ『ＡＸ』 伊坂 幸太郎  

大人気絵本作家ヨシタケシンスケの

最新作。その本屋さんにはなんでも

揃っている。『あるかしら書店』 

今年上半期の芥川賞受賞作品。
東北の美しい自然と人に差す影が
描かれる。『影裏』沼田真佑 


