甲府南高校図書館
平成２９年１２月

12 月も中旬です。寒さが本格的に厳しい季節ですね。
３年生はいよいよ受験シーズンが佳境に入り、
１・２年生も、歌声コンクールを間もなくに控えていますね。
体調管理に気を付けて、大勝負に挑みましょう！
今回は図書館の新しい活用法紹介と、冬休みのお知らせです。
貸出も増えますので、この機会にたくさん本を読んでみてください！！

図書館をもっと活用しよう！
皆さんは図書館で何をして過ごしていますか？
学校の課題をしたり、好きな本や雑誌を読んだり・・・。
利用方法は人それぞれだと思います。
だがしかし！それだけでは図書館を使いこなしているとは
言えません！！図書館上級者になるためのコツは
「自分で問題を見つけ、調べ、考え、共有して、展開して
いく」ことです。このようなプロセスはアクティブラーニ
ングと呼ばれ、今後必ず身につけるべき学習方法です。こ
の学習を支援するために必要な本を、図書館では多数用意
しています。日ごろ疑問に感じていることを、図書館で形
にしてみませんか？
ツールその① 「気になるボード」
皆さんの気になるニュースを図
書館内ミニホワイトボードに書
き込んで下さい。友達と気にな
ることを共有してみましょう！

例えば・・・・
Step1 課題を見つける
新聞や雑誌、インターネットなどから気になるト
ピックスを見つける。

Step2 調べてみる
トピックスからキーワードを抜き出し、本で調べ
てみる。言葉の意味や歴史背景、現在の状況など
情報を集める。見つからないときは司書に聞く。

Step３ 自分の考えをまとめる
集めた情報をまとめて自分の考えを導きだす。

Step４ 周りの人と共有する
ツールその② 「調べかたショールーム」
「気になるボード」に寄せられた意見を
元に参考になる本を展示します。第一弾
はお試し企画「エルサレム」です。
その他にも調べものに役立つ本を合わ
せて紹介します。

自分の考えを人に話してみる。
考えの中に矛盾は
ないか、他の見方はないか、人と共有することで
考えを深めていく。

Step５ 結論を出す
調べたことから一旦自分なりの結論を導き出す。
調べている途中で気になることが見つかったら
Step１に戻る。

冬季休業閉館のお知らせ
下記冬季休業期間は、館内整理のため閉館とさせていただきます。
図書館の利用（貸出、閲覧、学習、コピー機）はできません。返却は入口のボックスまで。

閉館期間：１２月 2６日（火）～１月８日（月）

特別貸出のお知らせ
冬季休業閉館に伴い、特別貸出をします。最長で 1 ヶ月間の貸出！この機会にぜひ利用してください。
〇期間１２月１２日（火）～１２月２5 日（月）〇冊数１人５冊まで 〇返却期限１月１２日（金）

返却遅れの本について今週中に督促を行います。
手元に返却期限を過ぎた本がありましたら、すぐに返却してください。

□■１２月に入った本■□
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『戦国おもてなし時代』
金子 拓∥著 淡交社 210.4 ｶﾈ
東京オリンピック招致でも話題になったおもてなし。これは日
本に古くから伝わる精神である。戦国時代においては大名や将
軍が外出した時の御成（おなり）や、茶を点てて振る舞う茶会
などが記録として残っており、そこでは大袈裟ともいえるほど
のおもてなし合戦が繰り広げられていた！秀吉や信長はどのよ
うにもてなし、またもてなされていたのか？天下人からおもて
なしの極意を学ぶ一冊！

『心に響く樹々の物語』
ダイアン クック∥写真 文 653 ｸﾂ日経ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ
木は何も喋ることはない。しかし存在そのものが私たちに何か
を語りかける。ブッタが瞑想した菩提樹やニュートンのリンゴ
の木など歴史に立ち合った木。戦争や災害、テロなどの悲しみ
を乗り越えた木。信仰や伝説、まじないの対象となり人々の願
いを受け止めてきた木。人間によって傷つけられてもなお立ち
続けた木。この本には世界中の樹々の写真とまつわる物語が綴
られている。なんでもないような庭の木も実はすごい木かも？

『生きて、もっと歌いたい』
芳垣 文子∥著 朝日新聞出版 767 ﾖｼ
下町の遊園地である「浅草花やしき」そこを拠点とするアイド
ルグループがいる。木村唯さんもその一人。歌唱力も抜群でグ
ループのエース。明るい未来が待っているはずの彼女が中学３
年の夏に突如足の痛みを訴える。小児がんの一種である横紋筋
肉腫との診断。唯さんは過酷な治療に耐え、足を切断する決断
をしてもなおステージを目指し続けた。皆さんと同世代にこん
な生き方をした女の子がいたことを.是非知ってもらいたい。

その他の本
０ 情報
人生を狂わす名著５０ 三宅 香帆 019 ﾐﾔ
現代用語の基礎知識 2018 自由国民社 集 031 ｹﾞﾝ
分断された時代を生きる 東京大学教養学部 041 ﾌﾞﾝ
メディア不信 林 香里 070 ﾊﾔ

１ 哲学
なぜと問うのはなぜだろう 吉田 夏彦 104 ﾖｼ
「心は遺伝する」とどうして言えるのか 安藤 寿康 141 ｱﾝ
生と死のことば 川合 康三 159 ｶﾜ
ニッポンのおみくじ 鏑木 麻矢 176 ｶﾌﾞ
出羽三山 岩鼻 通明 188 ｲﾜ

２ 歴史・地理・人物
ヨーロッパ文明の起源 池上 英洋 209 ｲｹ
日本史の内幕 磯田 道史 210 ｲｿ
中東世界データ地図 ダン スミス 227 ｽﾐ
物語ウェールズ抗戦史 桜井 俊彰 233 ｻｸ
これが人間か プリーモ レーヴィ 234 ﾚｳﾞ
物語フィンランドの歴史 石野 裕子 238 ｲｼ
関口知宏のヨーロッパ鉄道大紀行 関口 知宏 293 ｾｷ

３ 社会・経済・教育
地図で見るﾊﾞﾙｶﾝ半島ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ ｱﾏｴﾙ ｶｯﾀﾙｯﾂｱ 302 ｶﾂ
街場の天皇論 内田 樹 313 ｳﾁ
日本の無戸籍者 井戸 まさえ 324 ｲﾄﾞ
未来の年表 河合 雅司 334 ｶﾜ
会計学の誕生 渡邉 泉 336 ﾜﾀ
短歌は最強アイテム 千葉 聡 370 ﾁﾊﾞ
日本の１５歳はなぜ学力が高いのか？ﾙｰｼｰ ｸﾚﾊﾝ 372 ｸﾚ
ノーベル賞の舞台裏 共同通信ロンドン支局取材班 377 ﾉﾍﾞ

４ 自然科学
ビジュアル高校数学大全 涌井 良幸 410 ﾜｸ
美しすぎる「数」の世界 清水 健一 412 ｼﾐ
ＤＮＡの９８％は謎 小林 武彦 464 ｺﾊﾞ
CRISPR 究極の遺伝子編集技術の発見ｼﾞｪﾆﾌｧｰﾀﾞｳﾄﾞ 467 ﾀｳ
日本の人類学 山極 寿一 469 ﾔﾏ
医学の歴史大図鑑 スティーヴ パーカー 490 ｲｶﾞ
世界に「かゆい」がなくなる日 柿木 隆介 491 ｶｷ
こわいもの知らずの病理学講義 仲野 徹 491 ﾅｶ
ウイルス大感染時代 ＮＨＫスペシャル取材班 498 ｳｲ
病院のすべてがわかる！ コンパッソ税理士法人 498 ﾋﾞﾖ

５ 環境・工業・家政

『ふたご』
藤崎 彩織∥著 文芸春秋 913.6 ﾌｼﾞ
人気バンド「SEKAI NO OWARI」のメンバーSaori のデビュー
作。友達を作るのが苦手でピアノに逃げていた夏子。一つ年上
の月島に惹かれて一緒に過ごすようになるが、月島の高校入学
を境に関係性が変わっていく。自分の全てを理解しているよう
な月島に傷つけられながらも、夏子は希望の光と信じて寄り添
い前に進んでいく。初めてとは思えない作品は、苦しみ、泣き
ながらも書き続けたというだけあって、主人公の痛みが直に伝
わってくる。苦しみの理由を知ると切なさも倍増！
小川糸の人気作品『ツバキ文具店』
の続編『キラキラ共和国』

.

今さら聞けない手芸の基礎がよくわかる 貴和製作所 594 ｲﾏ
みそ汁はおかずです 瀬尾 幸子 596 ｾｵ

６ 産業（農林水産）
農学が世界を救う！ 生源寺 真一 著 610 ﾉｳ
戦争と農業 藤原 辰史 610 ﾌｼﾞ

７ 芸術・スポーツ
かわいいジャポニスム 沼田 英子 702 ﾇﾏ
ＡＲＴ ＧＡＬＬＥＲＹ 3 青柳 正規 723 ｱﾄ
革命のファンファーレ 西野 亮広∥著 779 ﾆｼ
ランニング・サイエンス ジョン ブルーワー 782 ﾗﾝ

８ 言語
角川新字源 小川 環樹 813 ｶﾄﾞ
小説の言葉尻をとらえてみた 飯間 浩明 814 ｲｲ
日本の英語、英文学 外山 滋比古 830 ﾄﾔ

９ 文学・小説・エッセイ
作者の鈴木るりかさんはなんと１４
歳！「12 歳の文学賞」史上初 3 年連
続大賞受賞『さよなら、田中さん』

『攻殻機動隊』などで知られる伝
説の映画監督、押井守のジブリ談
義『誰も語らなかったジブリを語
ろう』

図書委員長おすすめのシリーズを一挙入
荷！『５分で読める！ひと駅ストーリー』

浜村渚の計算ノート ８さつめ 青柳 碧人 913.6 ｱｵ
ブラックオアホワイト 浅田 次郎
913.6 ｱｻ
クリスマスを探偵と 伊坂 幸太郎 913.6 ｲｻ
戦の国 冲方 丁 913.6 ｳﾌﾞ
ポーラースター 〔２〕 海堂 尊 913.6 ｶｲ
ミステリークロック 貴志 祐介 913.6 ｷｼ
２０３０年の旅 恩田 陸 913.6 ﾆｾ
消えない月 畑野 智美 913.6 ﾊﾀ
西郷どん！ 上 林 真理子 913.6 ﾊﾔ
たゆたえども沈まず 原田 マハ 913.6 ﾊﾗ
百貨の魔法 村山 早紀 913.6 ﾑﾗ
もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら
神田 桂一 913.7 ｶﾝ
ほの暗い永久から出でて 上橋 菜穂子 914.6 ｳｴ
女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと
西原 理恵子 914.6 ｻｲ
ザ・ガールズ エマ クライン 933 ｸﾗ
とても良い人生のために Ｊ．Ｋ．ローリング 934 ﾛﾘ

