
 

 

 

 

 

３月になりました。 

いよいよ今年度最後の図書館通信になります。 

   1 年間図書館を沢山利用してくれてありがとうございました！ 

   来年も引き続き図書館を利用してくださいね！！ 

   今回は春休みについてのお知らせや、寄贈図書の紹介、 

本屋大賞関連展示のご案内です。 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

③ 健康と医療作文コンクールより～ 

山梨県医師会などが主催する「健康と医療作

文コンクール」より団体賞としていただいた

賞金で医療関係の図書を購入しました。今年

問い合わせの多かったターミナルケアや闘病

記を中心に、医療関係小説やコミックエッセ

イなども選定しました。 

春季休業閉館のお知らせ 

下記期間の春季休業期間は、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：3 月 26 日(月)～4 月 6 日(金) 

特別貸出のお知らせ 

春季休業閉館に伴い、特別貸出をします。この機会にたくさん本を読みましょう。 

期 間：3 月 12 日（月）～３月２3 日（金） 

冊 数：１人５冊まで 

返却期限：４月 1３日（金） 
 

貸出図書返却のお願い 何回督促をしても返却しない生徒がいます。 

督促を受けた人は必ず今年度中に本を返して下さい！ 

甲府南高校図書館 

平成 30 年３月 

① 古本市収益金より～ 

緑陽祭の古本市のために皆さんがたくさん

本を集め、たくさん本を買って下さったお

かげで、その収益金の一部を利用して、な

くなってしまった本や、汚れて使えなくな

った本などを購入することができました。 

 

② 全国高校生読書体験記コンクールより～ 

一ツ橋文芸教育振興会が主催する「全国高校生

読書体験記コンクール」より学校賞として「集英

社文庫 50 冊セット」と「集英社国語辞典」を贈

呈いただきました。人気の小説から各種ノンフィ

クションまでバラエティに富んだラインナップ

となっています。 

皆さんの活動の成果として、新たに様々

な本を図書館に置く機会をいただきまし

た。皆さんの活躍が図書館の成長にもつ

ながる嬉しい出来事です！ありがとうご

ざいました！是非お役立てください！！ 

（どんな本があるかは裏面で紹介） 



□■３月に入った本■□ 

□■本屋大賞関連展示■□ 

その他の本（すべてではありません） 
〇は古本市 ☆は読書体験記 ※は医療と健康 

０ 情報・報道 

サイバー攻撃  中島 明日香  007 ﾅｶ 
洋子さんの本棚 小川 洋子  019 ｵｶﾞ☆ 
その情報、本当ですか？ 塚田 祐之 070 ﾂｶ 

１ 心理 
面白くて眠れなくなる宗教学  中村 圭志  161 ﾅｶ 
高校生からわかるイスラム世界 池上 彰  167 ｲｹ☆ 

２ 歴史・人物・地理 
五色の虹 三浦 英之  280 ﾐｳ☆ 
日本国最後の帰還兵深谷義治とその家族深谷敏 289.1 ﾌｶ☆ 
ナポレオン 杉本 淑彦 289.3 ｽｷﾞ 

３ 社会・経済・教育 
ベルルスコーニの時代 村上 信一郎 312 ﾑﾗ 
文明の衝突 サミュエル ハンチントン  319 ﾊﾝ☆ 
経済数学入門の入門 田中 久稔 331 ﾀﾅ 
官僚たちのアベノミクス 軽部 謙介 332 ｶﾙ 
『青鞜』の冒険 森 まゆみ  367 ﾓﾘ☆ 
津波災害 河田 惠昭 369 ｶﾜ 
トモダチ作戦 ロバート Ｄ．エルドリッヂ  369 ｴﾙ☆ 

４ 自然科学 
ひらめきを生む「算数」思考術  安藤 久雄  410 ｱﾝ  
方程式のガロア群  金 重明  411 ｷﾝ  
トコトンやさしい宇宙線と素粒子の本  山崎耕造  429 ﾔﾏ  
死を前にした人にあなたは何ができますか？  

 小沢 竹俊  490 ｵｻﾞ  ※ 
看取るあなたへ  秋山 正子  490 ﾐﾄ ※ 
ホスピス医が自宅で夫を看取るとき 玉地任子 494 ﾀﾏ ※ 
闘いつづける力  福島 孝徳  494 ﾌｸ ※ 
最期も笑顔で  花戸 貴司  498 ﾊﾅ ※ 
文系のための理系読書術 斎藤 孝  404 ｻｲ☆ 
入試数学伝説の良問１００  安田 亨 410 ﾔｽ〇 

５ 工学・家政 
ロボットが家にやってきたら… 遠藤 薫 548 ｴﾝ 
日本の伝統 発酵の科学  中島 春紫  588 ﾅｶ 

６ 産業（畜産） 
地元経済を創りなおす 枝広 淳子 601 ｴﾀﾞ 

７ 芸術・スポーツ 
かわいい浮世絵  日野原 健司  721 ﾋﾉ  
もっと知りたいベラスケス  大高 保二郎  723 ｵｵ 
泣き虫チエ子さん 益田 ミリ  726 ﾏｽ☆ 
佐賀北の夏 中村 計  783 ﾅｶ☆ 

８ 言語 
書く力 池上 彰 816 ｲｹ☆ 

９ 文学 
雨の降る日は学校に行かない 相沢 沙呼  913.6 ｱｲ☆ 
吸血鬼と怪猫殿 赤川 次郎  913.6 ｱｶ☆ 
星の子 今村 夏子 913.6 ｲﾏ 
Ｍａｓａｔｏ 岩城 けい  913.6 ｲﾜ☆ 
東京自叙伝 奥泉 光  913.6 ｵｸ☆ 
学園王国（スクールキングダム） 加藤 実秋  913.6 ｶﾄ☆
私はあなたの記憶のなかに  角田 光代  913.6 ｶｸ  
浮雲心霊奇譚 〔４〕 神永 学  913.6 ｶﾐ 4 
天空の約束 川端 裕人  913.6 ｶﾜ☆ 
院長選挙  久坂部 羊  913.6 ｸｻ ※ 
英雄はそこにいる 島田 雅彦  913.6 ｼﾏ☆ 
雲は湧き、光あふれて 須賀 しのぶ  913.6 ｽｶﾞ☆ 
春、戻る 瀬尾  まいこ  913.6 ｾｵ 
短編シリーズ 集英社文庫編集部  913.6 ﾀﾝ☆ 
おまじない  西 加奈子  913.6 ﾆｼ 
美少年椅子  西尾  維新  913.6 ﾆｼ 
時をかける眼鏡 シリーズ 椹野 道流  913.6 ﾌｼ ※ 
名誉と恍惚 松浦 寿輝 913.6 ﾏﾂ 
コンビニたそがれ堂 7 小鳥の手紙 村山 早紀  913.6 ﾑﾗ  
さよなら、わるい夢たち  森  晶麿  913.6 ﾓﾘ  
盤上の向日葵 柚月  裕子 913.6 ﾕｽﾞ 
鍵屋甘味処改 梨沙  913.6 ﾘｻ☆ 
ペコロスの母シリーズ 岡野 雄一  916 ｵｶ ※ 
閉じこめられた僕  藤元 健二  916 ﾌｼﾞ ※ 
プリンセス・ダイアリー 〔１４〕 メグ  キャボット 933 ｷﾔ〇 
オリジン  ダン ブラウン  933 ﾌﾞﾗ  
神々と戦士たち 5 ミシェル ペイヴァー  933 ﾍﾟｲ 5 
パーシー・ジャクソンシリーズ リック リオーダン 933 ﾘﾂ〇 

ＰＩＣＫ ＵＰ 

『崩れる脳を抱きしめて』 
知念  実希人∥著 実業之日本社 913.6 ﾁﾈ 

広島の大学病院で研修医をしている碓氷は、幼少期のある体験か 
ら、異常なまでにお金を稼ぐことに執着していた。技術のみを追 
い求め勉強していたある日、神奈川の療養型病院での研修を言い 
渡される。そこで頭に爆弾を抱える女性「ユカリ」の担当となり、 
死の恐怖に怯える彼女と支えあうことで碓氷の気持ちに変化が 
生まれる。そんな中で研修は終わるのだが・・・。2 部構成の前 
後半で内容は一転、さらにはあっと驚く結末が！現役医師が描く 
医療×恋愛×ミステリー。今年度本屋大賞ノミネート作品。  

 
『青くて痛くて脆い』  

住野 よる∥著  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 ｽﾐ  
田端は大学に入 
学して間もなく秋好寿乃と出会う。人に嫌われた 
くない田端にとって、ところ構わず青臭い理想論を吐き出す秋好 
は近づきがたい存在であった。しかしNO と言えない田端は、垣 
根なく話しかけてくる秋好に次第に心を開いていく。ほどなく秋 
好の理想を実現するため二人だけの秘密結社「モアイ」を設立す 
るのだが・・・。タイトル通りの痛さと青さと脆さは、過去の自 
分を投影するようで読むほどに苦しくなる。歪んだ形の青春小 
説だが、高校生の皆さんがどんな感想を持つのか気になる一作。 

 
 

全国の書店員が本当におすすめしたい本を決める「本屋大賞」 

今年のノミネート作品が決まりました。 

今年はノミネート全作品と過去の受賞作を展示に加えて、皆

さんにも予想してもらえるように参加型にしてみました。 

これだ！という作品に投票してみてください。 

大賞の行方と南高生が選ぶ本屋大賞、結末やいかに！ 

日本が誇る二人が未来について熱く語り合う！ 
山中伸弥 羽生善治『人間の未来 AI の未来』※ 

日本ホラー小説大賞受賞作が待望の文庫化。
人々を恐怖に陥れる「ぼぎわん」とは一体何な
のか？沢村伊智『ぼぎわんが、来る』 


