
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書・雑誌購入に関する希望調査（実施期間：9月 21日～9月 28日） 

 

 

 

 

～読書週間を振り返って～  

 
 

                           

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

甲府南高校図書館 

平成２９年11月 

11月です。紅葉がきれいな季節になりましたね。 

寒さにも慣れてきたと思いますので、天気が良ければ散策も楽しいですよ！ 

普段見ない空や地面に注意して歩くと思わぬ発見ができるかも？ 

知らない何かに出会ったらぜひ図書館で調べてみましょう！ 

今回は９月に実施した１・２年生対象アンケートの結果を一部公表します。

また先日まで実施していた読書週間も振り返ります。 

 

9月にクラスの図書委員を通して、図書・雑誌に関する調査を行いました。 

どんな雑誌が利用されているか、どんな本・雑誌を買ってほしいと思っているのかを紹介します。 

〇図書館のどの雑誌を利用したことがありますか？ 

 １位：Ｎｅｗｔｏｎ 

 ２位：大学への数学 

 ３位：ROCKIN'ON JAPAN  

４位：蛍雪時代 

５位：山梨スピリッツ 

 

〇どんな雑誌を買ってほしいですか？ 

 ジャンル：科学、ディズニー 

 タイトル：星ナビ、月刊ピアノ 

〇どんな本を買ってほしいですか？ 

ジャンル：科学、歴史、小説（ライトノベル含む） 

      工学、ゲーム作り、受験勉強 

タイトル：新選組遺聞、この素晴らしい世界に祝福を！ヘヴ

ィーオブジェクト、生徒会の一存、メグとセロン、神様の御用

人、男子高校生で売れっ子ライトノベル作家をしているけれど、

年下のクラスメイトで声優の女の子に首を絞められている、彼

岸花の咲く夜に、狼と羊皮紙、本好きの下剋上、風の陰陽師、

レスター手稿、ワンピース、私の少年、ルリユール、自由なサ

メと人間たちの夢、将国のアルタイル、ガリア戦記 

傾向を見ると科学系雑誌の利用が目立ちます。雑誌は幅広いジャンルの最新情報を得るのに適したツールです

ので、新聞と合わせてどんどん活用してください。また購入希望について、こちらはライトノベルが多かった

です。全ての希望は叶えられませんが、参考にして購入を進めていきますので今後もお楽しみに！ 

 
読書週間に実施しました各種イベントには、多くの方に参加してい

ただきありがとうございました！イベントの内容を報告します。 

 

 

 

雑誌頒布会 図書委員や先生方のおす

すめ本をくじにしてガチ

ャガチャ企画を実施しま

した。手作りのため中々カ

プセルが出てこない場面

もありましたが、そこはご

愛敬。ハロウィンにちなん

だ100個以上の景品は全

て完売！皆さんに喜んで

もらえて良かったです！ 

昨年刊行された雑誌を持

ち帰ることができる雑誌

頒布会。お気に入りの雑誌

を嬉しそうに持ち帰る姿

がいくつも見られました。

すぐになくなってしまう

雑誌もあり、ここでも人気

の傾向を知ることができ

ました。持ち帰った雑誌は

大切にご利用ください！ 

ミミヨリ 
ミミヨリ 

排出確率を絞っていた先生方のおすす

め本を展示します！普段読まない本も

あると思うのでこの機会に是非！ 

頒布雑誌ですが、残っているものがあり

ます。しばらく図書館中央柱西側に設置

しますので、ご自由にお持ちください。 

本のガチャガチャ 



 

その他新着本 

０ 総記 

１３歳からの「学問のすすめ」 福沢  諭吉 2 ﾌｸ 
才能を引き出した情報空間 岡部 晋典 15 ｵｶ 

１ 哲学 

自分のことがわかる本 安部 博枝 159 ｱﾍﾞ 
イスラームの歴史 カレン アームストロング 167 ｱﾑ 

２ 歴史・地理 

日本の歴史を旅する 五味 文彦 210 ｺﾞﾐ 
斎宮 榎村 寛之 210.3 ｴﾑ 
室町幕府将軍列伝 榎原 雅治 210.4 ﾑﾛ 
イギリス現代史 長谷川 貴彦 233 ﾊｾ 
ストックホルムへの廻り道 大村 智 289.1 ｵｵ 

３ 社会・経済・文化 
アジア辺境論 内田 樹 312 ｳﾁ 
ぼくは１３歳、任務は自爆テロ。 永井 陽右 316 ﾅｶﾞ 
公務員の仕事入門ブック  317 ｺｳ 
人口減少と社会保障 山崎 史郎 364 ﾔﾏ 
命を守る水害読本 命を守る水害読本編集委員会著 369 ｲﾉ 
文学部 戸田 恭子 376 ﾄﾀﾞ 
４７都道府県・妖怪伝承百科 小松 和彦 388 ﾖﾝ 

４ 自然科学 
佐藤文隆先生の量子論 佐藤 文隆 421 ｻﾄ 
時間とはなんだろう 松浦 壮 421 ﾏﾂ 
重力波で見える宇宙のはじまり ピエールビネトリュイ 441 ﾋﾞﾈ 
十二支読本 稲田 義行 449 ｾﾀﾞ 
カラー図解進化の教科書 カール ジンマー 467 ｼﾞﾝ 
スイカのタネはなぜ散らばっているのか 稲垣 栄洋 471 ｲﾅ 
たいへんな生きもの マット サイモン 481 ｻｲ 
睡眠の科学 桜井 武 491 ｻｸ 
抗生物質と人間 山本 太郎 491 ﾔﾏ 
体と病気の科学知識  492 ｶﾗ 
栄養素図鑑と食べ方テク 中村 丁次 498 ｴｲ 

５ 工業・家政 
リニア新幹線が不可能な７つの理由 樫田 秀樹 516 ｶｼ 
日本の最も美しい町 美しい町研究会 521 ﾆﾎ 
脱ネット・スマホ中毒 遠藤  美季 547 ｴﾝ 
闘え！高専ロボコン 萱原 正嗣 548 ｶﾔ 
ボウルやホーローバットで作る焼かずに作れるケーキ 
森崎繭香 596 ﾓﾘ 

6 産業 
小麦粉の科学 大楠 秀樹 619 ｵｵ 
くらべる値段 おかべ  たかし 675 ｵｶ 
牛車で行こう！ 京楽 真帆子 682 ｷﾖ 

７ 芸術・スポーツ 
比べてもっとよくわかる仏像 熊田 由美子 718 ｸﾏ 
近代絵画史 高階 秀爾 723 ﾀｶ 
森のノート 酒井 駒子 726 ｻｶ 
鉄道会社がつくった「タカラヅカ」という奇跡 中本千晶 775ﾅｶ 
 

８ 言語 
なくなりそうな世界のことば 吉岡 乾 802 ﾖｼ 
６０歳からの外国語修行 青山 南 860 ｱｵ 

９ 文学 
古事記 梅原 猛 913.2 ｺｼﾞ 
放課後の厨房男子 秋川  滝美 913.6 ｱｷ 
ジゼル 秋吉 理香子 913.6 ｱｷ 
バック・ステージ 芦沢 央 913.6 ｱｼ 
ホワイトラビット 伊坂 幸太郎 913.6 ｲｻ 
季節はうつる、メリーゴーランドのように 岡崎 琢磨 913.6 ｵｶ 
銀河鉄道の父 門井 慶喜 913.6 ｶﾄﾞ 
Ａｎｋ：ａ ｍｉｒｒｏｒｉｎｇ ａｐｅ 佐藤 究 913.6 ｻﾄ 
千の扉 柴崎 友香 913.6 ｼﾊﾞ 
君が夏を走らせる 瀬尾  まいこ 913.6 ｾｵ 
高架線 滝口 悠生 913.6 ﾀｷ 
無敵の二人 中村 航 913.6 ﾅｶ 
ライオンは仔猫に夢中 東川 篤哉 913.6 ﾋｶﾞ 
カエルの楽園 百田 尚樹 913.6 ﾋﾔ 
黒猫の回帰あるいは千夜航路 森 晶麿 913.6 ﾓﾘ 
ほしのこ 山下 澄人 913.6 ﾔﾏ 
淳子のてっぺん 唯川 恵 913.6 ﾕｲ 
最後に手にしたいもの 吉田 修一 914.6 ﾖｼ 

ＰＩＣＫ ＵＰ 

『生きていくあなたへ』日野原重明∥著 幻冬舎 159 ﾋﾉ  

         今年 7月、105歳で亡くなった日野原重明氏最期のインタビ

ュー集。生きていくこと、死ぬこと、人を愛するというこ

と・・・。多くの人が一度はぶつかる人間の根源に関わる悩

みに対して、優しく解きほぐすように答えていく。死の淵に

おいても己と向き合い続け、人を愛し続けるその生き方は、

すべての人の人生において大いなる指針となるはず。ありの

まま、あるがまま。キープオンゴーイング！ 
 

『驚異の未来生物 人類が消えた 1000万年後の世界』 

マルク ブレー∥著 創元社 467 ﾌﾞﾚ  
1000 万年後の世界を旅してみよう。クジラより巨大なオタ 

マジャクシが悠然と海を渡り、陸上では大量のウニが鳥を襲 

い、空にはムカデが舞っている。SF映画の様な世界だが、 

地質学的に近くも遠くもない未来には、現代と同じ属性の生 

物がこのように全く異なる姿で存在する可能性があるとい 

う。未来の多様な生物にわくわくしながらも、そこにいるは 

ずだった種を人類が現在進行形で滅ぼしていることも忘れ 

てはいけない。 

 

『発酵文化人類学』 

小倉ヒラク∥著・イラスト エクスナレッジ 588 ｵｸ 

     「発酵文化人類学」という聞きなれないワード。それもその 

はず、発酵デザイナーを称する作者が作り出した新しい学問 

である。発酵を科学的メカニズムだけでなく、国や地域、風 

土、歴史など多角的に説明してくれる。作者が山梨在住で、 

ワインや味噌などの説明には県内の醸造家も登場する。過去 

も未来も人も植物も、そして菌も全ての命が支えあって生き 

ていることが実感できる一冊。 

 

『きっと誰かが祈ってる 』 

  山田 宗樹  幻冬舎 913.6 ﾔﾏ 

様々な理由から親元で育てることができなくなった赤ちゃ 

んを預かる乳児院。主人公の温子はそこで働く保育士。担当 

の子の「マザー」となって、愛情を注いで育てる仕事だが、 

２歳になると子どもたちは出て行ってしまう。ある日温子は 

９年前に初めて担当した多喜の身にその後起きた事件を知 

ってしまう。本来は禁止事項だが心配になって会いに行って 

みると、そこには小学生らしからぬ影を背負った多喜の姿が 

あった。血のつながりだけが本当の愛情ではない、真なる祈 

りに涙する物語。 

 

 

 

 

 

 

 

□■11月に入った本■□ 

今年のノーベル文学賞、カズオ・イシグ

ロの最新作『忘れられた巨人』 とブッ

カー賞受賞作『日の名残り』   

 

SNS全盛の時代に響く不器用な２人の物語。 
ビートたけし初の恋愛小説。 『アナログ』  

 

山田 悠介最新作。ロボットを操作して
街を守る主人公にはある秘密が・・・？ 
『僕はロボットごしの君に恋をする』 

 

藤井聡太四段の連勝記録をたどる。 

『天才棋士降臨・藤井聡太』 

 

 


