甲府南高校図書館
平成３０年１月

２０１８年になりました。今年もよろしくお願いします！
今年は冬季オリンピックやサッカーワールドカップなどがあります。
選手たちの健闘を祈りつつ、私たちも負けないように
目標をもって１年を過ごしましょう！
今回は寄贈していただいた「科学道１００冊」についての紹介をします。
興味深い本が揃っていますので是非見に来てください！！

極めよう！科学道！
近年では新たな元素「ニホニウム」を発見したことで注目を集めた、日本最先端の科学研究を行
う理化学研究所。この度、理化学研究所からスーパーサイエンスハイスクール指定校を対象に、
本の寄贈がありました。その名も「科学道１００冊」。本を通じて科学者の生き方や、科学の面
白さに触れることができる本が選定されており、生きるためのヒントに出会うことが目的とされ
ています。１００冊の多様な本の中には、きっと皆さんを新たな発見に導く本があるはず！

「科学道１００冊」ここがポイント！
①６つのテーマ
図書館の本のようにジャンルで分けるのでは
なく、思考プロセスごとに「はじまりは疑問」
「果てしない収集」「導かれたルール」「め
くるめく失敗」「まるで魔法」「未来のはじ
まり」という６つのテーマでまとめています。
②バラエティ豊かな本
６つのテーマで分けられた本は多種多様。歴
史や思考から最新の AI についてまで。図鑑や
絵本、コミックタッチのものもあります。き
っと気になる本も見つかるはず！
③目を引くデザイン
棚を飾るのは本を使って空間を生み出す“編
集工学研究所”が制作したデザインツール。
思わず手に取りたくなる恰好良さ！
３年生の貸出は原則１月３１日（水）までとなります。返し忘れのないように注意してください。

□■１月に入った本■□

ＰＩＣＫ ＵＰ
『不安な個人、立ちすくむ国家』
経産省若手プロジェクト∥著 文芸春秋 302 ﾌｱ
「霞が関の官僚」と言うと、いわゆるエリート集団で、作成す
る文書も暗号文のごとく難解なイメージが強い。しかし昨年経
済産業省の若手が、今後日本が立ち向かうべき課題を検討した
プロジェクトのレポートを公開し、大きな反響を呼んだ。タイ
トルも目を引くが、ストレートに日本の危機が伝わってくる。
答えを導くものではないが、国民一人ひとりに「じゃあどうす
るの？」を強く問いかける一冊。

『注文をまちがえる料理店』
小国 士朗∥著 あさ出版 493 ｵｸﾞ
昨年、期間限定でオープンした「注文をまちがえる料理店」
。
ユニークな名前と素敵な取り組みでネットを中心に話題になっ
た。ホールで注文を取るのは認知症の人たち。間違えたり、忘
れたり、色々なところでつまずいてしまう。それでもお客さん
は怒らないどころか笑って許してくれる。効率化が叫ばれる世
の中において、ミスが受入れられる空間は当事者だけではなく、
関わる全ての人たちの心を温かくした。このお店のような「ま
あいいか」が広まる社会だと嬉しい。

『友情』
山中 伸弥∥著
講談社 783 ﾕｳ
ラグビー界のスーパースターである平尾誠二氏と iPS 細胞でノ
ーベル賞を受賞した山中伸弥氏は同い年。2010 年の対談で初め
て会ってから急速に仲良くなっていった。家族ぐるみの親交は
山中氏のノーベル賞受賞後も変わることはなかった。しかし
2015 年に平尾氏を突然の病魔が襲う。平尾氏は病気を隠し、ラ
グビー振興に力を注ぎ、山中氏は親友の闘病に対し、治療法を
探し続けた・・・。うらやましくなるような二人の絆の物語。

『おらおらでひとりいぐも』
若竹 千佐子∥著 河出書房新社 913.6 ﾜｶ
桃子さんは夫に先立たれ、子どもも自立して家を出た。長く続
く一人暮らしの中で、頭の中に若くして捨てた東北の方言が無
数に飛び交っていることに気づく。そんな声と会話することで
孤独と折り合いをつけていた。ある時、娘からの電話をきっか
けに飼いならしたつもりの孤独が暴れだす。妻として母として
懸命に生きてきた過去に憧れつつも、今を必死にもがき生きる。
リズミカルな東北弁が、詩のように美しく物語を添える。史上
最年長 63 歳での文藝賞受賞。※1／16 芥川賞受賞決定！

その他の本
０ 情報
現代暗号入門 神永 正博 007 ｶﾐ
プロフェッショナルの未来 リチャード サスカインド 007 ｻｽ
資質・能力を育てる学校図書館活用ﾃﾞｻﾞｲﾝ稲井達也 017 ｲﾅ
今すぐ読みたい！１０代のためのＹＡブックガイド１５０！
金原 瑞人 019 ｲﾏ

１ 哲学
トマス・アクィナス 山本 芳久 132 ﾔﾏ
世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか 山口周 159 ﾔﾏ
君たちはどう生きるか 吉野 源三郎 159 ﾖｼ
日本の神様解剖図鑑 平藤 喜久子 172 ﾋﾗ

２ 歴史・地理・人物
世界史年表 歴史学研究会 203 ｾｶ
大嘗祭 工藤 隆 210 ｸﾄﾞ
日本史年表 歴史学研究会 210 ﾆﾎ
語る歴史、聞く歴史 大門 正克 210.6 ｵｵ
集中講義！ギリシア・ローマ 桜井 万里子 231 ｻｸ
榎本武揚と明治維新 黒滝 秀久 289.1 ｸﾛ
義経伝説と為朝伝説 原田 信男 289.1 ﾊﾗ
今がわかる時代がわかる世界地図／日本地図
成美堂出版編集部 290 ｲﾏ/291 ｲﾏ

３ 社会・経済・教育
文芸春秋オピニオン２０１８年の論点１００ 304 ﾌﾞﾝ
治安維持法と共謀罪 内田 博文 326 ｳﾁ
日経キーワード 日経ＨＲ編集部 332 ﾆﾂ
新しい時代のお金の教科書 山口 揚平 337 ﾔﾏ
世界統計年鑑 英『エコノミスト』誌編集部 350 ｾｶ
新・世界の日本人ジョーク集 早坂 隆 361 ﾊﾔ
魚市場で働く 鑓田 浩章 366 ﾔﾘ
１３歳から知っておきたいＬＧＢＴ＋ ｱｼｭﾘｰﾏｰﾃﾞﾙ 367 ﾏﾃﾞ
ニッポンの肉食 田中 康弘 383 ﾀﾅ
山の怪異譚 山の怪と民俗研究会 388 ﾔﾏ

４ 自然科学
理科年表 国立天文台 403 ｺｸ
科学者と軍事研究 池内 了 407 ｲｹ
世界の名作数理パズル１００ 中村 義作 410 ﾅｶ
天文の世界史 広瀬 匠 440 ﾋﾛ
世界《宇宙誌》大図鑑 マイケル ベンソン 440 ﾍﾞﾝ
生命誌とは何か 中村 桂子 460 ﾅｶ
動物翻訳家 片野 ゆか 480 ｶﾀ
骨格百科－スケルトン－ アンドリュー カーク 481 ｶｸ
それでも美しい動物たち 福田 幸広 481 ﾌｸ
看護白書 日本看護協会 492 ｶﾝ
厚生労働白書 厚生労働省 498 ｺｳ

５ 環境・工業・家政
トコトンやさしい水素の本 水素エネルギー協会 501 ﾄｺ
原子力規制委員会 新藤 宗幸 539 ｼﾝ

６ 産業（農林水産）
トコトンやさしい小売・流通の本 鈴木 邦成 675 ｽｽﾞ

７ 芸術・スポーツ
もっと知りたい仁和寺の歴史 久保 智康 702 ｸﾎﾞ
ＡＲＴ ＧＡＬＬＥＲＹ 青柳 正規 723 ｱﾄ
いまに生きるベートーヴェン 音楽の友 762 ｲﾏ

９ 文学・小説・エッセイ
『不都合な真実』から１０年。その
後の地球はどうなったのか。
『不都合な真実 2』

.
大人気作品の続編が早くも登場！
『もし文豪たちがカップ焼きそばの作
り方を書いたら青のりＭＡＸ』
３０年続いた、田中芳樹の人気長
編大作「アルスラーン戦記」
ここに完結！『天涯無限』

お手軽かつおいしそう！一人分の記載な
ので思い立ったらすぐ作れる。
『世界一美味しい煮卵の作り方』

兼好法師 小川 剛生 910 ｵｶﾞ
深読み日本文学 島田 雅彦 910.2 ｼﾏ
大人になるまでに読みたい１５歳の詩 911 ｵﾄ
おもかげ 浅田 次郎 913.6 ｱｻ
地下水路の夜 阿刀田 高 913.6 ｱﾄ
セブンズ！ 五十嵐 貴久 913.6 ｲｶﾞ
リバース＆リバース 奥田 亜希子 913.6 ｵｸ
悲しい話は終わりにしよう 小嶋 陽太郎 913.6 ｺｼﾞ
インフルエンス 近藤 史恵 913.6 ｺﾝ
ヒトリコ 額賀 澪 913.6 ﾇｶ
シネマコンプレックス 畑野 智美 913.6 ﾊﾀ
全日本探偵道コンクール 古野 まほろ 913.6 ﾌﾙ
ひよっこ社労士のヒナコ 水生 大海 913.6 ﾐｽﾞ
酒味酒菜 草野 心平 914.6 ｸｻ
多田富雄 多田 富雄 914.6 ﾀﾀﾞ
遺言。 養老 孟司 914.6 ﾖｳ
愛おしきいのちのために 岩元 綾 916 ｲﾜ
医者が妻を看取る 小野寺 久 916 ｵﾉ
地下鉄道 コルソン ホワイトヘッド 933 ﾎﾜ
えんとつ町のプペル にしの あきひろ E ﾆｼ

