甲府南高校図書館
平成２９年７月

間もなく夏休みです。
「１か月もある」と悠長に構えていると、すぐに終わるのが夏休み。
計画を立てて規則正しく過ごし、充実した夏休みにしましょう。
忙しくて読みたかった本もきっとたまっているはず・・・。
夏休みは特別に貸出できる本の冊数が３冊から 5 冊に増えます。
この機会にたくさん本を読んで、読書習慣を身につけましょう。
今月は夏休み中の図書館についてと緑陽祭古本市の振り返りです。

夏休みの図書館について
開館予定

利用上の注意

（変更があった場合は、図書館入り口に掲示します）
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・冷房は原則として１０時からです。
・荷物は通常時と同様、席に持って行き足元に置い
てください。
・水筒やペットボトルなどのふたの閉まる容器の飲
食物についてはカバンへしまって机の上等に出さ
ないでください。
・飲食はコモンスペースなど図書館外でお願いします。
・缶や紙パックなどのフタができない飲み物につい
ては、開封後の持込禁止です。

×＝閉館

8 月７日（月）～8 月 10 日（木）
図書館の全ての本をチェックする蔵
書点検による閉館です。ご迷惑をお
かけしますが、ご理解・ご協力をよろ

＊夏休み特別貸出実施中！＊
７月１０日（月）～８月１４日（月）
１人５冊！！ 返却期限は８月２９日（火）です。
（期限は守ってください）
※延滞している人は早めの返却を！※

しくお願いします。

去る６月２３日、２４日緑陽祭にて図書委員会主催の古本市を実施しました。
皆さんがたくさん本を提供してくれたので、昨年以上に大盛況でした！ご協力ありがとうございました。
皆さんが買った本は、誰かが大切に読んでいた本です。同じように大切に利用しましょう！！
（事前に告知しました通り収益金の一部で図書館に置く本を購入します）
今年は飾り付けもこだわりました！
今年は飾り付けもこだわりまし

本を求めて、熱気があふれる会場！

沢山作ったしおり・ブックカバーも
ほとんどお持ち帰りいただきました！

□■７月に入った本■□

その他の本
０ 総記

ＰＩＣＫ ＵＰ

なるほど！プログラミング 森 巧尚 007 ﾓﾘ
読みたい心に火をつけろ！ 木下 通子 017 ｷﾉ

１ 哲学

『ぐるぐる♡博物館』

錯覚の科学 クリストファー チャブリス 145 ｼﾓ
宗教ってなんだろう？ 島薗 進 160 ｼﾏ

三浦 しをん 実業之日本社 069 ﾐｳ
博物館と聞いてどんな印象を持つだろうか。社会科見学で行った
きり、暗くて古くて退屈。そんな印象を持っていたとしたら、そ
れはとても残念！この本を読んでイメージを覆してもらいたい。
人気作家三浦しをん氏による日本各地の博物館の突撃レポート。
石、漫画、メガネ、ボタンなど実にユニークな博物館が登場する。
地域と人、展示品が密接にかかわって生まれる博物館の魅力を是
非味わってもらいたい。

『東芝解体 電機メーカーが消える日』

２ 歴史・地理
網野善彦対談集 網野 善彦∥〔著〕 210 ｱﾐ
図説台湾の歴史 周 婉窈 222 ｼﾕ
ヒトラーの娘たち ウェンディ ロワー 234 ﾛﾜ

３ 社会・経済・文化
〈図説〉歴代アメリカ大統領百科 ＤＫ社 312 ｽﾞｾ
１０代のための仕事図鑑 大泉書店編集部 366 ｼﾞﾕ
言語聴覚士になるには 中島 匡子 366 ﾅｶ
保健師・養護教諭になるには 山崎 京子 366 ﾎｹ
理学部・理工学部 佐藤 成美 376 ｻﾄ
哲学する子どもたち 中島 さおり 376 ﾅｶ

大西 康之 講談社 540 ｵｵ

４ 自然科学

大手電機メーカーの東芝が危機的な業績不振により、主力である
半導体事業を売却するというニュースが今年世間を賑わせた。東
芝に限らず、日本の電機メーカーが未だに世界のトップに君臨し
ているというのは最早幻想に過ぎない。なぜここまで凋落してし
まったのか。そこには日本企業の体質と中国企業の台頭が深く関
わっていた。各メーカーが今後世界で戦うためには何が必要なの
か、考えさせられる一冊。

証明の展覧会 Ｒｏｇｅｒ Ｂ．Ｎｅｌｓｅｎ 410 ﾆﾙ
多角形百科 細矢 治夫∥編 414 ﾀｶ
美しい幾何学 ＥＬＩ ＭＡＯＲ∥〔著〕 414 ﾏｵ
宇宙には、だれかいますか？ 佐藤 勝彦 440 ｳﾁ
三つの石で地球がわかる 藤岡 換太郎 458 ﾌｼﾞ
バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎486 ﾏｴ
日本のドジョウ 中島 淳 487 ﾅｶ
あなたの体は９割が細菌 アランナ コリン 491 ｺﾘ
自閉症の世界 スティーブ シルバーマン 493 ｼﾙ

『ハッチとマーロウ』 青山 七恵 小学館 913.6 ｱｵ

凛とした魅力」がすべてを変える
ジェニファー Ｌ．スコット 590 ｽｺ
正しい目玉焼きの作り方 森下 えみこ 590 ﾀﾀﾞ

５ 工業・家政
しっかり者のハッチとおっとりしたマーロウは双子の女の子。
１１歳の誕生日を迎える大晦日にママから子ども卒業を宣告さ
れる。ママを卒業したママは仕事も家事も全くしないで家でゴ
ロゴロ。二人は戸惑いながらも朝ごはんを自分たちで作ったり、
掃除をしたり、小学校に通いながら「大人」の仕事もこなして
いく。
「大人」になった２人が、色々な人に出会い、様々な体
験をして、時には悩んだり、ぶつかったり。少しずつ大人にな
っていくそんな１年間を切り取った温かくて柔らかい物語。

本書のサブタイトルは「モラル・ハラスメントの罠」モラルハ
ラスメントとは、普通の暴力とは違う精神的な暴力、嫌がらせ
のことを意味する。世界中で愛される星の王子様を、モラルハ
ラスメントをテーマに作者の意図を超越するかのような全く
新しい解釈で論じる。誰かに嫌なことを言われたときに「自分
が悪いから」と思ってしまった経験はないだろうか。自分でも
気づかないうちにモラルハラスメントの被害者や加害者にな
っているかもしれない。
『フラダン』

高等学校の部 課題図書
『ストロベリーライフ』 荻原 浩／著

毎日新聞出版

東京でフリーの広告デザイナーをしている恵介のもとに
静岡の実家から電話がかかってくる。内容は父親が倒れ
て手術を受けているというもの。農家を継いでほしい父
親には常に反発してきた恵介であったが、家業を途絶え
させてしまうことへの抵抗から、農業を渋々手伝い始め
る。しかし父親が育てた苺を食べた瞬間、世界が一変す
る。農家の過酷な現状を描きつつも、未来を憂うのでは
なく、明るく前へ進んでいく、そんな勇気がもらえる作品。

７ 芸術・スポーツ
もっと知りたいミケランジェロ 池上 英洋 702 ｲｹ
世界スタジアム物語 後藤 健生 780 ｺﾞﾄ
山でバテないテクニック 羽根田 治 786 ﾊﾈ

８ 言語

９ 文学

安富 歩 明石書店 953 ﾔｽ

青少年読書感想文
全国コンクール

619 ｵｵ

ここが肝心！語彙力のヘソ 山口 謡司 810 ﾔﾏ
漢字廃止の思想史 安田 敏朗 811 ﾔｽ

『誰が星の王子さまを殺したのか』

第６3 回

6 産業
お茶の科学 大森 正司

作家のお菓子 コロナ ブックス編集部∥編 910.2 ｻﾂ
宇治の結び 〔紫式部 〕 913.3 ﾑﾗ
Ｐ・Ｏ・Ｓ 鏑木 蓮 913.6 ｶﾌﾞ
フォークロアの鍵 川瀬 七緒 913.6 ｶﾜ
猫の傀儡 西条 奈加 913.6 ｻｲ
じごくゆきっ 桜庭 一樹 913.6 ｻｸ
ヒーロー！ 白岩 玄 913.6 ｼﾗ
アノニム 原田 マハ 913.6 ﾊﾗ
ラジオ・ガガガ 原田 ひ香 913.6 ﾊﾗ
武曲（むこく） 藤沢 周 913.6 ﾌｼﾞ
５まで数える 松崎 有理 913.6 ﾏﾂ
きみの言い訳は最高の芸術 最果 タヒ 914.6 ｻｲ
古内 一絵∥作 小峰書店

福島県の工業高校に通う穣は 2 年生になるのと同時に
水泳部を辞めた。部活への未練はない、と自分に言い
聞かせる穣の前に、「フラ愛好会に入らない？」と誘う
女子が現れた。最初は女子のやる踊りだと嫌がってい
たが、次第に魅力に気づき、熱を入れ始める。フラガ
ールズ甲子園に向けチームでまとまりかけていたある
日、慰問で訪れた仮設住宅で事件が起きる…。一人ひ
とりに残る震災の傷痕、仲間の痛みを知ったときにチ
ームメイトがとった行動とは？

『犬が来る病院』
大塚 敦子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
聖路加国際病院の小児科には沢山の子どもが入院
してくる。みんなが元気に退院できるわけではなく、
入退院を繰り返す子、幼くして命を落とす子もいる。
辛い治療の中で子どもたちはいかに病気と向き合う
のか、また病院はどのように子どもや家族を支える
のか。著者がセラピー犬の取材を通して、病院で出
会った忘れられない４人の子どもの人生の話。

