
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

夏休みの図書館について 

 

開館予定               利用上の注意 

（変更があった場合は、図書館入り口に掲示します） 
・冷房は原則として１０時からです。 

 

・荷物は通常時と同様、席に持って行き足元に置い 

てください。 

 

・水筒やペットボトルなどのふたの閉まる容器の飲 

食物についてはカバンへしまって机の上等に出さ    

ないでください。 

 

・飲食はコモンスペースなど図書館外でお願いします。 

 

・缶や紙パックなどのフタができない飲み物につい 

ては、開封後の持込禁止です。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 火 水 木 金 

 ２5 ２６ ２７ 

○ ○ ○ 

３0 31 ８／１ ２ ３ 

×（図書館蔵書点検） 

６ ７ ８ ９ １０ 

○ ○ ○ ○ × 

１３ １４ １５ １６ １７ 

×（諸活動休止期間） ○ 

２0 ２1 ２2   

○ ○ ○   

甲府南高校図書館 

平成３０年７月 

○＝８：３０～１６：３０   

×＝閉館 

＊夏休み特別貸出実施中！＊ 
７月１１日（水）～８月１3日（月） 
１人５冊！！ 返却期限は８月２７日（月）です。 
※延滞している人は早めに返却してください！ 

随時督促状を送ります！※ 

 

７月３０日（月）～8月３日（金） 

図書館の全ての本をチェックする蔵書点検に

よる閉館です。ご迷惑をおかけしますが、 

ご理解・ご協力をよろしくお願いします。 

去る６月２２日、２３日緑陽祭にて図書委員会主催の古本市を実施しました。 
今年は昨年より集まった本は少なかったものの、昨年より多くの本をお買い上げいただきました。 
クイズやくじも大好評！委員会で作成した沢山のしおりも全てなくなりました！ 
皆さんの買った本は、誰かの大切な本です。引き続き大事にしてくださいね。 
（事前に告知しました通り、収益金の一部で図書館に置く本を購入します） 

今年は2日間ずっと人が絶えず。 ふろくじに吸い寄せられる人が続出！ 多種多様なしおりは大人気でした。 

 

間もなく夏休みです。テストも終わって間もなく夏休みですね。 

1か月は長いようであっという間です。 

計画を立てて、有意義な夏休みを過ごしましょう。 

目標を持つと、さらに充実するかも？例えば「本を5冊読む」とか。 

というわけで夏休みは特別に貸出上限が3冊から５冊に増えます！ 

普段時間がなくて本が読めない、と言っている皆さん、 

是非ともこの機会に本を読みましょう！！ 

今月号は夏休みの図書館の使い方についてと、古本市の報告、 

読書感想文の課題図書紹介です。 



□■７月に入った本■□ 

 

 

ＰＩＣＫ ＵＰ 

『死を生きた人びと』 

小堀 鴎一郎 みすず書房 498 ｺﾎﾞ 

日本の現代社会において「死」は病院で迎えるのが常識のように 

思われている。生かすことが前提の医療と、死の現実を受け入れ 

られない家族、本人の希望は叶わぬまま迎える死。果たしてそれ 

は理想と言えるのだろうか。大規模病院を定年まで勤めた後に、 

在宅医療に携わって多くの患者と向き合い、看取りに関わってき 

た作者（祖父はなんと森鴎外！）が病院と患者の今に問いかける。 

あなたにとって望ましい死とは？ 

 

『万引き家族』 是枝 裕和 宝島社 913.6 ｺﾚ 
「誰かが捨てたのを拾ったんです」治は妻、母、妻の妹、息子 

と 5人で暮らしていた。息子の祥太と近所のスーパーで「仕事」 

をした帰り道、寒空の下、座り込んでいた少女を見かけ、家に連 

れ帰る。妻の信代に説得され、返しに行く
．．．．．

が、少女の家から響く 

夫婦の怒声を聞き、信代は少女の「家族」になることを決める。 

こうして６人での生活が始まるのだが、この家族には、人には 

言えない秘密があった…。今年カンヌ映画祭で最高賞にあたる 

パルムドールを受賞した映画を監督自らノベライズ。社会の片隅 

にある現実を拾って磨いてまた捨てる、切ない家族の物語。 

その他の本 
０ 総記 

１０代からのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ教室 矢沢 久雄 007 ﾔｻﾞ 
司書のお仕事 大橋 崇行 013 ｵｵ 
美篶堂とはじめる本の修理と仕立て直し 美篶堂 022 ﾐｽ 

１ 哲学 

成功ではなく、幸福について語ろう 岸部 一郎       
歳を取るのも悪くない 養老 孟司 159 ﾖｳ 

２ 歴史・地理 
歴史は実験できるのか ジャレド ダイアモンド 204 ﾚｷ 
ひとびとの精神史 1-9  210.7 ﾋﾄ 
日本架空伝承人名事典 大隅 和雄  281 ﾆﾎ 

３ 社会・経済・文化 

知らないと恥をかく世界の大問題 池上 彰 304 ｲｹ 
ＭＡＲＣＨ1-3 ジョン ルイス  316 ﾙｲ 
ドーナツ経済学が世界を救う ケイト ラワース  331 ﾗﾜ 
隷属なき道 ルトガー ブレグマン 364 ﾌﾞﾚ 

４ 自然科学 
魅了する科学実験早稲田大学本庄高等学院実験開発班  
数学を嫌いにならないで ダニカ マッケラー 410 ﾏﾂ 
アトキンス物理化学 Ｐｅｔｅｒ Ａｔｋｉｎｓ  431 ｱﾄ 
生命の星の条件を探る 阿部 豊 445 ｱﾍﾞ 
海の世界地図 Ｄｏｎ Ｈｉｎｒｉｃｈｓｅｎ 452 ﾋﾝ 
怪異古生物考 土屋 健 457 ﾂﾁ 
ざんねんないきもの事典 続々 今泉 忠明  480 ｻﾞﾝ 
先生、オサムシが研究室を掃除しています 小林朋道  
鳥の箱舟 ジョエル サートレイ  488 ｻﾄ 
安楽死を遂げるまで 宮下 洋一  490 ﾐﾔ 
賢い患者 山口 育子  490 ﾔﾏ 
持続可能な医療 広井 良典 498 ﾋﾛ 

５ 工業・家政 
世界の橋 マーカス  ビニー 515 ﾋﾞﾆ 
ＳＨＯＥ ＤＯＧ フィル ナイト 589 ﾅｲ 
冷凍フルーツのひんやりスイーツ あまこ ようこ 596 ｱﾏ 

6 産業 
ブドウ大事典 農文協  625 ﾌﾞﾄﾞ 

７ 芸術・スポーツ 
現代アートとは何か 小崎 哲哉 702 ｵｻﾞ 
日本美術史入門 河野 元昭  702 ﾆﾎ 
音律と音階の科学 小方 厚 761 ｵｶﾞ 

８ 言語 
翻訳ってなんだろう？ 鴻巣 友季子 801 ｺｳ 
大人になって困らない語彙力の鍛えかた 今野真二 814 ｺﾝ 
日本語笑いの技法辞典 中村 明 816 ﾅｶ 
漢文のルール 鈴木 健一  820 ｶﾝ 
日英ことばの文化事典 亀田 尚己 833 ﾆﾎ 
ネイティブが感動する英語にない日本語 

 フォーンクルック幹治 837 ﾌｵ 

 

 

   

   

 

               
 

 

『わたしがいどんだ戦い１９３９年』 

キンバリー  ブルベイカー  ブラッドリー∥作   評論社 

 

エイダは外の世界の事を何も知らなかった。生まれつき不 
自由だった足を人に見られるのが恥ずかしいと、母親が部 
屋に閉じ込めたからだ。しかし弟のジェイミーが学校に行く 
ようになると色々と知ることができた。時は第二次世界大戦 
の真っ只中。どうやら学校に通う子どもたちは集団で田舎 
へ疎開するらしい。エイダは母親の支配から逃れるため、 
戦う決意を固めるのだった。戦時下にあって、たった一人 
で孤独な戦いに挑むエイダであったが、周囲の人たちとの 
関わりの中で少しずつ変化が生まれていく・・・。 

『いのちは贈りもの ホロコーストを生きのびて』  

フランシーヌ  クリストフ∥著 岩崎書店 

 

フランシーヌは母親と２人、ドイツ軍の強制収容所に 

連行される。父親が戦争捕虜であったことから、多少 

の優遇はあったものの、戦況悪化につれて収容所は 

地獄へと変貌していく。極限の状態での出会いと別れ。 

「人間」として生きることが次第に困難となり・・・。少女 

の視点で語られるホロコーストの悲惨さや命の儚さは、 

時代を経てもなお鮮明に浮かび上がる。決して忘れら 

れてはいけない、後世に伝えるべき真実の物語。 

『車いす犬ラッキー 捨てられた命と生きる』 
小林  照幸∥著 毎日新聞出版 
 

鹿児島県徳之島に住む島田さんはきれい好きで、元 
々ペットを飼うことには否定的だった。しかしふとした 
きっかけで２匹の捨て犬を飼うことになる。１匹目は 
「寅」。その７年後の２匹目は「ラッキー」。しかしラッキ 
ーを飼い始めて１年、まさかの悲劇が襲う―。やがて 
島田さんはある決断に迫られることになる・・・。ペットを 
めぐる悲しい現実を前に、島田さんがとった行動とは？ 
「ペットは家族の一員」とよく言うが、その意味をあらため 
て考えさせられる一冊。 

第６４回 

 青少年読書感想文 
 全国コンクール 

  ～高等学校の部 課題図書～ 

夏休みといえば読書感想文。毎年聞かれるのが「書くのにおススメ

の本は？」という質問。その度に「好きな本や興味のある分野の本

を」とお答えしています。無理に特定の本を薦めることはしません。

みなさんも図書館で、まずは自分の興味と向き合ってみませんか？ 

9 文学 
怪しくて妖しくて 阿刀田 高  913.6 ｱﾄ 
金魚姫 荻原 浩  913.6 ｵｷﾞ 
ブラック・ベルベット 恩田 陸  913.6 ｵﾝ 
持たざる者 金原 ひとみ  913.6 ｶﾈ 
噛みあわない会話と、ある過去について 辻村 深月  913.6 ﾂｼﾞ 
宵物語 西尾  維新  913.6 ﾆｼ 
緑衣の美少年 西尾  維新  913.6 ﾆｼ 
名探偵誕生 似鳥 鶏  913.6 ﾆﾀ 
六月の雪 乃南  アサ  913.6 ﾉﾅ 
ｄｅｌｅ2 本多 孝好  913.6 ﾎﾝ 
友達以上探偵未満 麻耶  雄嵩  913.6 ﾏﾔ 
偽姉妹 山崎 ナオコーラ  913.6 ﾔﾏ 
やっぱり食べに行こう。 原田 マハ  915.6 ﾊﾗ 
こぽこぽ、珈琲 阿川 佐和子∥〔ほか〕 914.6 ｺﾎﾟ 
レジェンダリー ステファニー ガーバー  933 ｶﾞﾊﾞ 
奥のほそ道 リチャード フラナガン  933 ﾌﾗ 

 

細田守監督の最新作！ 

『未来のミライ』 

リクエストの多かった 

「5分後」シリーズを 

一挙にいれました！ 


