
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                             

 

 

 

 

 

 

 

                                     

              

 

 

 

 

 

 

 

                  

甲府南高校図書館 

平成２９年10月 

10月です。 

暑かった先月までと比べ、だいぶ過ごしやすくなってきました。 

食欲の秋、スポーツの秋、芸術の秋、活動しやすい季節ですので、 

色々なことを楽しみましょう！ 

もちろん図書館のおすすめは「読書の秋」です！ 

今回は秋の読書週間に行う展示やイベントを紹介します。 

普段読まないような本に触れるチャンスですので是非遊びに来てください！ 

読書週間とは・・・？ 

戦後間もない１９４７年「読書の力によって、平和な文化国家

を創ろう」と、出版社・取次会社・書店と図書館が力をあわせ、 

始めたのが「読書週間」です。以来７０年続く読書にまつわる

一大イベントとなっています！ 

昨年も実施した本のガチャガチャが今年もやってきた！ 

今年は本を借りた人限定でガチャガチャを回すことができます。 

カプセルの中身は、おすすめ本の紹介カードと一緒にハロウィン 

ならではの景品もご用意します！ 

10月23日（月）～10月31日（火）※予定 

 

11月1日（水）～11月7日（火）の昼休み※予定 

 

10月16日（月）～11月17日（金）※予定 

 

山梨県立図書館との連携企画展示。 

今年は夏目漱石、生誕150年記念の年です。 

夏目漱石をはじめとした日本の文豪作品を展示し

ますので、読んだことのない本にどんどんチャレン

ジしてみましょう！ 

昨年（2016年）発行の雑誌を差し上げます。希望者の多い雑誌もありますので頒布

数には制限を設けます。同一タイトルで一人月刊誌3冊、週刊誌は5冊、隔月誌2冊

まで。（科学雑誌は保存期限延長にともない、今回は対象外とします） 

教室に放置せず、必ず持ち帰ってください！ 

県教育委員会「やま読ブックフェア」協力開催。 

展示する本はいずれもタイトルには出てこない

けれど、山梨が登場します。どこに山梨が出て

くるのかはその目で確かめて見てください！ 

＆ 



その他新着本 

０ 総記 

はじめよう学校図書館  017  ﾊｼﾞ 

１ 哲学 

日本文化をよむ  藤田 正勝   121  ﾌｼﾞ 
存在と時間  ハイデガー   134  ﾊｲ 
まねる力  斎藤 孝   159  ｻｲ 
宗教学大図鑑  ドーリングキンダースリー社 161 ｼﾕ 

２ 歴史・地理 

新もういちど読む山川世界史    209  ｼﾝ 
新もういちど読む山川日本史  五味  文彦    210.1  ｼﾝ 
観応の擾乱  亀田 俊和   210.4  ｶﾒ 
沖縄１９３５  週刊朝日編集部    219  ｵｷ 
世界を動かす巨人たち  池上 彰   280  ｲｹ 

３ 社会・経済・文化 
戦場を歩いてきた  佐藤 和孝   302  ｻﾄ 
地図で見る中国ハンドブック  ティエリ サンジュアン 302 ｻﾝ
１０代からのマネー図鑑  マーカス ウィークス   330  ｳｲ 
図表でみる世界の社会問題  ＯＥＣＤ    361  ｽﾞﾋ 
もっとやりたい仕事がある！  池上 彰 366  ｲｹ 
後悔しない「産む」×「働く」  斉藤 英和   367  ｻｲ 
「いじめ」や「差別」をなくすためにできること 香山リカ 371 ｶﾔ 
データで読む教育の論点  舞田 敏彦   372  ﾏｲ 
社会学部・観光学部  中村  正人   376  ﾅｶ 

４ 自然科学 
挑む！科学を拓く２８人  日経サイエンス編集部   402  ｲﾄﾞ 
科学の最前線を歩く  東京大学教養学部    404  ｶｶﾞ 
世界は素数でできている  小島 寛之    412  ｺｼﾞ 
ブラックホールをのぞいてみたら  大須賀 健   443  ｵｵ 
天気のしくみ  森田 正光   451  ﾃﾝ 
海に沈んだ大陸の謎  佐野 貴司   455  ｻﾉ 
恐竜がいた地球  457  ｷﾖ 
怖くて眠れなくなる植物学  稲垣 栄洋   470  ｲﾅ 
マンボウのひみつ  沢井 悦郎   487  ｻﾜ 
アルツハイマー病は「脳の糖尿病」  鬼頭 昭三   493  ｷﾄ 
助産師になるには  加納  尚美    498  ｶﾉ 

５ 工業・家政 
トコトンやさしい水道管の本  高堂 彰二   518  ｺｳ 
４７都道府県・公園／庭園百科  西田 正憲    629  ﾆｼ 

6 産業 
４７都道府県・公園／庭園百科  西田 正憲    629  ﾆｼ 
甲斐犬の神髄、ここにあり。  雨宮 精二   645  ｱﾒ 
ときめく金魚図鑑    666  ｵｿﾞ 

７ 芸術・スポーツ 
クリエイターのハローワーク  ビーコムプラス   707  ｸﾘ 
怖い絵のひみつ。  中野  京子   723  ﾅｶ 
卓球の新しい教科書  近藤 欽司   783  ｺﾝ 
たかがサッカーされどサッカー  横森 巧   783  ﾖｺ 

８ 言語 
失敗しない大人の無敵の語彙大全  山口 謡司   814  ﾔﾏ 
小論文これだけ！  樋口  裕一   816  ｼﾖ 

９ 文学 
お化けの愛し方  荒俣 宏   902  ｱﾗ 
漱石先生の手紙が教えてくれたこと  小山 慶太  910.2  ｺﾔ 
風ケ丘五十円玉祭りの謎  青崎 有吾   913.6  ｱｵ 
さいとう市立さいとう高校野球部  あさの あつこ  913.6  ｱｻ 
裏切りのホワイトカード  石田 衣良   913.6  ｲｼ 
少女は夜を綴らない  逸木 裕   913.6  ｲﾂ 
雪の香り  塩田 武士   913.6  ｼｵ 
夏の祈りは  須賀 しのぶ   913.6  ｽｶﾞ 
恋を積分すると愛  中村 航    913.6  ﾅｶ 
潮風エスケープ  額賀 澪   913.6  ﾇｶ 
散歩する侵略者  前川 知大    913.6  ﾏｴ 
この世の春  宮部 みゆき   913.6  ﾐﾔ 
つぼみ  宮下  奈都   913.6  ﾐﾔ 
スコーレＮｏ．４  宮下  奈都   913.6  ﾐﾔ 
迷－まよう－  大沢 在昌   913.6  ﾒｲ 
さらさら流る  柚木 麻子   913.6  ﾕｽﾞ 
惑－まどう－  大崎 梢   913.6  ﾜｸ 
都市と野生の思考  鷲田 清一   914.6  ﾜｼ 
ガラスの封筒と海と  アレックス シアラー   933  ｼｱ 
僕には世界がふたつある  ニール シャスタマン   933  ｼﾔ
もうひとつのＷＯＮＤＥＲ  Ｒ．Ｊ．パラシオ∥作  933  ﾊﾟﾗ 
晩夏の墜落  ノア ホーリー   933  ﾎﾘ 

ＰＩＣＫ ＵＰ 

『歴メシ！』 遠藤 雅司  柏書房 383  ｴﾝ  

         ギルガメッシュに、ソクラテス、カエサルにダヴィンチ。世

界の偉人達も当然ご飯は食べていた。しかし時代背景や入手

可能な食材の違いによって、食べていたものも様々。この本

は歴史的な文献を参考にして、当時の料理を再現している。

入手不可能な食材や、そのまま再現すると美味しくないもの

については簡単に美味しくアレンジしているので、レシピ本

としても役立つはず。世界史で学んだ時代に、料理を通して

タイムスリップしてみては？ 

 

『大人もおどろく「夏休み子ども科学電話相談」 』 
ＮＨＫラジオセンター「夏休み子ども科学電話相談」制作班 

      ＳＢクリエイティブ 404  ｵﾄ 

夏休みの風物詩の一つ、NHK ラジオ「夏休み子ども科学電

話相談」は開始以来３０年以上続く人気番組。子どもの質

問だからと侮ることなかれ。純粋な視点には大人が当然の

ことと見過ごしてしまっている不思議が満ち溢れている。

専門家たちがいかに理解してもらうか、と易しい言い回し

探す姿も面白い。新たな発見のヒントが得られるかも！ 

 

『歌舞伎の解剖図鑑』辻和子  エクスナレッジ 774 ﾂｼ 
歌舞伎と聞くと難しそう、敷居が高そう、といったイメージ 

が先行しがちだが、そうでもないよ、というのがこの本。観 

劇マナーに押さえるべき設定、名作のあらすじなどが紹介さ 

れている。作者が「歌舞伎は旅行に似ている」というように、 

見どころ盛りだくさんで楽しみ方も人それぞれ。この本を入 

り口に歌舞伎の世界へ旅立とう！ 

 

『騙し絵の牙』 

  塩田 武士  ＫＡＤＯＫＡＷＡ  913.6  ｼｵ 

今年の本屋大賞で『罪の声』が第三位となった塩田武士の最 

新作。発売前から話題となったのはその手法。表紙からも分 

かるように、主人公を俳優の大泉洋に「あて書き」し、あく 

までも映像化することを念頭に物語を構成している。大手社 

版社を舞台として雑誌編集長の速水が、出版不況の波に抗 

い、奔走する。緻密な取材力を持つ作者が描くリアルな出版 

業界と、物語終盤に待ち受けるドラマチックな展開はまさに 

映像向き。大泉洋主演での映像化が待ち遠しくなる１冊。 

 

□■10月に入った本■□ 

東野圭吾の大人気「マスカレードシリー
ズ」の最新作。ホテルウーマンと刑事のコ
ンビは健在。『マスカレード・ナイト』 

 

高校生が短歌を詠む「うた部」を題材とした 

『うたうとは小さないのちひろいあげ』３部作の

完結編。『青春は燃えるゴミではありません』 

もご一緒に。 

高いばかりが山ではない。百名山ならぬ、

その名も『日本百低山』 

日本全国の登ってみたくなる山を紹介。   

世界中で進む動物の絶滅。全ての
動物を写真に残す「フォトアーク」か
ら一部を掲載『動物の箱舟』 


