甲府南高校図書館
平成 30 年６月

いよいよ梅雨入りが宣言され、蒸し暑い日が続いていますね。
雨の日も増えてくるので、そんな日は無理に動かず、本も読みながら
来るべき夏に備えましょう！
今月の図書館通信は、図書委員会が例年の緑陽祭で実施している
古本市についてお知らせとお願いです。図書委員から話があった
かと思いますが、よく読んでご協力をよろしくお願いします。今年も
楽しい古本市にするために皆さんのお力を貸してください！！

【回収期間：平成 30 年６月１１日（月）～1５日（金）
】
上記の期間、各クラス図書委員が毎日本を回収します。
集めた本は、緑陽祭の古本市でチケットと交換・販売します。
次の注意事項に気をつけて、たくさんの本の提供をお願いします。
１．図書であること（雑誌は不可）
２．絵本・児童書も歓迎（名前が書かれているものは不可）
３．マンガ（コンビニコミック含む）は２冊提供で、１冊とカウントする
４．書き込みのないもの
５．参考書は解答もついていること
６．付録の本や通信教育のテキストなど値段がついていないものは不可
７．他所の図書館で廃棄になったものは不可
８．カバーはなくとも良いが、破損のないもの
９．古本店から購入した本は値札を取る
10．家族に必ず了解を得た本を出す
＊図書委員会では、提供者に「引換券」を１冊につき１枚発行します。
緑陽祭当日の古本市で、１枚で１冊と交換します。（マンガも１枚で１冊です）
＊緑陽祭実行委員会からの得点加算
１クラス５０冊以上提供すると、５０ポイント加算されます。
（マンガは２冊で１冊提供とカウントします）
＊今年は１番多く集めたクラスに人数分の引換券を追加で進呈します！

なお古本市で集まりました収益金の一部は、
南高図書館で不明本や破損本等の購入資金として使わせていただきます。

去年の古本市の様子

今年もご支援・ご協力
よろしくお願いします！

□■６月の新着本■□

その他新着本
０ 情報・出版
読む力 松岡 正剛 019 ﾏﾂ

ＰＩＣＫ ＵＰ
『はじまりが見える世界の神話 』
植 朗子∥編著 創元社 164 ｳｴ
ゲームや小説などで登場して、身近に溢れている「神話」の
世界。今年は緑陽祭のステンドでもテーマになっている。も
ちろん有名なギリシアや北欧神話だけでなく、世界中至ると
ころに神は存在する。
この本では世界の始まりや人間の誕生
が各地の神話でどのように描かれているかを解説する。物語
の多様さから世界の広さや考え方の違いを実感できる一冊。

『ほぼ命がけサメ図鑑』
沼口 麻子∥〔著〕 講談社 487 ﾇﾏ
サメのイメージを聞かれると「怖い」や「人食い」などマイ
ナスなものが多いはず。しかしそこに異議を唱えるのがシャ
ークジャーナリストであるこの本の作者。Ｑ&Ａやサメ図
鑑、サメグルメなど一冊丸ごと使ってサメの魅力を語ってい
る。読めばサメへの偏見がなくなるどころか、サメへの愛情
に気付かされるかも？

『トトロの生まれたところ』
宮崎 駿 //監修
岩波書店 778 ﾄﾅ
公開から３０年、今なお高い人気を誇る「となりのトトロ」
。
描かれる懐かしい風景は印象深い。あの舞台は一体どのよう
にして生み出されたのか？宮崎監督の奥さんが、モデルとな
った所沢の自然を描いたスケッチ集と、トトロの初期画とと
もに監督自身が語る誕生秘話。
読むときっとトトロにが会い
たくなる！

１ 哲学・人生
ジョン・ロック 加藤 節 133 ｶﾄ
幸せの鍵が見つかる世界の美しいことば 前田まゆみ 159 ｼｱ

２ 歴史・地理
４７都道府県・遺跡百科 石神 裕之 210 ｲｼ
武士の日本史 高橋 昌明 210 ﾀｶ
フィレンツェ 池上 俊一 237 ｲｹ

３ 社会・経済・教育
ハンガリーを知るための６０章 羽場 久美子 302 ﾊﾝ
台湾の若者を知りたい 水野 俊平 302 ﾐｽﾞ
近未来予測２０２５ ティム ジョーンズ 304 ｼﾞﾖ
ベーシックインカムへの道 ガイ スタンディング 364 ｽﾀ
獣医師になるには 井上 こみち 366 ｲﾉ
１８歳選挙世代は日本を変えるか 原田 曜平 367 ﾊﾗ
津波の霊たち リチャード ロイド パリー 369 ﾊﾟﾘ
工学部 漆原 次郎 376 ｳﾙ

４ 自然科学
デロールの理科室から ルイ＝アルベール ドブロイ 404 ﾃﾞﾛ
数と図形のパズル百科 Ｄａｖｉｄ Ｗｅｌｌｓ 410 ｳｴ
離散数学「ものを分ける理論」 徳田 雄洋 410 ﾄｸ
生物学はいかに創られたか 柴井 博四郎 460 ｼﾊﾞ
カラー図解分子レベルで見た体のはたらき 平山令明 464 ﾋﾗ
遺伝子 シッダールタ ムカジー 467 ﾑｶ
遺伝人類学入門 太田 博樹 469 ｵｵ
世界の海へ、シャチを追え！ 水口 博也 489 ﾐｽﾞ
医学部 鳥集 徹 490 ﾄﾘ
学ぶ脳 虫明 元 491 ﾑｼ

５ 工業・家政
ＥＶと自動運転 鶴原 吉郎 537 ﾂﾙ
宇宙ビジネスの衝撃 大貫 美鈴 538 ｵｵ
懐かしの電子ゲーム大博覧会 山崎 功 589 ﾔﾏ
パンの科学 吉野 精一 596 ﾖｼ

６ 産業

『未来』 湊 かなえ∥著 双葉社 913.6 ﾐﾅ

ゴビ ディオン レナード 645 ﾚﾅ

小学４年生の章子のもとに差出人のない手紙が届く。
それは

７ 芸術

２０年後の自分からの手紙だったー。手紙の内容と、添えら

もっと知りたい横山大観 古田 亮 著 721 ﾓﾂ
ベラスケス 大高 保二郎 723 ｵｵ
これからはじめる山歩き 好日山荘おとな女子登山部 786 ｺﾚ

れていた証拠の品から信じた章子は、未来の自分に対して手
紙を書くようになる。
節目節目に書く手紙から日常が垣間見
えるが、それは章子の不幸の記録でもあった。未来から届い
た手紙の真意とはなんだったのか？デビュー作『告白』から
１０年。湊かなえの最新ミステリー。
ベストセラーに早くも続編。
人口減少の先には何が待つのか！
『未来の年表 2』

今回のテーマはなんと
「神話と物語」
『ＡＲＴ ＧＡＬＬＥＲＹ 9』

三浦しをん 最新作。
全編が手紙のやり取りで進ん
でいく。『ののはな通信 』

ドラマ化も決定！
「デジタル遺品」をめぐる物語。
『ｄｅｌｅ 』

８ 言語
最新最強の作文・小論文成美堂出版編集部 816 ｻｲ
同時通訳者のカバンの中 関谷 英里子 830 ｾｷ

９ 文学・小説
谷川俊太郎詩選集 谷川 俊太郎 911.5 ﾀﾆ
二人の推理は夢見がち 青柳 碧人 913.6 ｱｵ
烏百花 蛍の章 阿部 智里 913.6 ｱﾍﾞ
その話は今日はやめておきましょう 井上 荒野 913.6 ｲﾉ
江国香織童話集 江国 香織 913.6 ｴｸ
猫は抱くもの 大山 淳子 913.6 ｵｵ
逢魔が時に会いましょう 荻原 浩 913.6 ｵｷﾞ
新選組の料理人 門井 慶喜 913.6 ｶﾄﾞ
若旦那のひざまくら 坂井 希久子 913.6 ｻｶ
ファーストラヴ 島本 理生 913.6 ｼﾏ
異神千夜 恒川 光太郎 913.6 ﾂﾈ
瑕疵借り 松岡 圭祐 913.6 ﾏﾂ
ミルク・アンド・ハニー 村山 由佳 913.6 ﾑﾗ
ウォーターゲーム 吉田 修一 913.6 ﾖｼ
きげんのいいリス トーン テレヘン 949 ﾃﾚ

