
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４月から数えて５か月間、図書館はとても活発に利用されています。しかし！欲張りな私はもっと沢山の人に 

利用してもらいたい！！.というわけで今回は４月からここまでの利用状況を調べてみました。 

○４～８月のクラス別貸出状況（冊数） 

１－１ ３２５  ２－１ ８８  ３－１ １０３ 

１－２ ４２４  ２－２ １４３  ３－２ １４５ 

１－３ ２７８  ２－３ ６２  ３－３ ６１ 

１－４ １６７  ２－４ ５６  ３－４ ５５ 

１－５ ４４９  ２－５ １５５  ３－５ １９５ 

１－６ １８５  ２－６ ５７  ３－６ ２０ 

１－７ ２００  ２－７ １１３  ３－７ ９０ 

計 ２０２８  計 ６７４  計 ６６９ 

合計３３７１冊（内訳：図書２４４２冊 コミック９２９冊）      

（参考 昨年度同時期１年生：１１７７冊 ２年生：７４４冊 ３年生：６０２冊 合計：２５２３冊 

内訳：図書１７９４冊 コミック７２９冊 ）  
 

昨年と比較すると２年生は微減、３年生は微増しています。しかし何と言っても１年生が大活躍！ 

感覚的にはコミックを借りる人が去年よりも多い気がしたのですが、コミックの占める割合は去年より低く 

驚きました。（去年同時期２９％→今年２７％）それだけ貸出全体が増えているということなのです！！ 

○４～８月の男女別貸出（冊数）  ○４～８月のジャンル別貸出（冊数）  

 

 
 

男 子 1950 女 子 1421 

↓しかしコミックの貸し出しを引くと・・・↓ 

男 子 1190 女 子 1252 

総  記 3 4 技術・工学 5 5 

哲学・宗教 7 9 産  業 2 5 

歴史・地理 3 2 芸  術 7 2 

社会科学 1 0 1 語  学 5 3. 

自然科学 1 9 1 文  学 １８００ 

甲府南高校図書館 

平成30年９月 

９月に入りました。 

異常な暑さが続いていますが、体調を崩したりしていませんか？ 

それでも夏休みが終わると不思議と秋の気配がしてきますね。 

紅葉や虫の音、秋刀魚など、目や耳、舌で秋を楽しむのも良いですよ 

（ただし熱中症には注意！） 

さて今回は1学期の利用状況を振り返ってみます。例年よりも深く振

り返っていますので、皆さんも参考にしてみてください！ 

今年はさらに分析します。まずは男女別貸出冊数です。 

 

続いてはジャンル別の貸出冊数です。 

↑女子の大逆転！でも思ったより差がない印象です。 

↑圧倒的文学！例年と比べても際立っています。 

一方で歴史・芸術系図書は例年より少ないです。 

集計と自分の利用を振り返っていかがでしょうか？ 
もちろん自分の好きなように利用するのも自由ですが、 
コミック・小説だけだと、なんだかもったいない気がします。
いつもと違う棚を眺めるだけでも、新たな発見に出会えるか
もしれませんよ？図書館も新たな出会いを演出できるよう
に仕掛けを作っていきたいと思います。 



ＰＩＣＫ ＵＰ 

『 天職攻略大図鑑 王様からの求人票 』  

ＪＵＮＺＯ∥著 プレジデント社 366 ｼﾞｭ 

「人生はゲームのように上手くはいかない・・・」そんな風 

に思っている人はいないだろうか？しかし現実はゲームよ 

りも遥かに長い。自分の人生をゲーム以上に楽しめないとも 

ったいない！ということで王様からの求人票形式でゲーム 

のように 84の職業を紹介。なるまでのプロセスや、実際の 

仕事内容をすごろく風に説明している。業界の噂話や隠語集 

も面白い。この本を読んで、自分の「天職探しクエスト」を 

攻略してはいかがだろうか。 

 

『 ツチハンミョウのギャンブル 』 
福岡 伸一∥著 文芸春秋 404 ﾌｸ 

タイトルの「ツチハンミョウ」とは虫の名前。1匹のメスか 

ら生まれてくるのは 4000 個もの卵だが、無事生き残るのは 

1 匹か 2匹だという。その生存戦略はまさにギャンブルだっ 

た！『生物と無生物のあいだ』でおなじみの著者が週刊誌に 

連載しているショートコラム集。身の回りに溢れる科学のタ 

ネや、著者が愛して止まない画家フェルメールについて、本 

の未来について、などを熱く語る。科学者の視点で見る世界 

はこうなっているのか、と知的好奇心がくすぐられる一冊。 

 

『 リアルサイズ古生物図鑑 古生代編 』 
土屋 健∥著 技術評論社 457 ﾂﾁ 

太古の生き物を図鑑などで見ても、なんとなくイメージが沸 

かないことがある。それは描かれる環境が今と異なるから。 

では実際に現代に出現したら？そんなテーマで、スケール感 

を大切にして作られたのがこの図鑑だ。今回は目に見える生 

物が誕生してから恐竜が活躍する前までの「古生代」を特集 

している。ユニークなフォルムの生き物だが、サイズを実感 

することで不気味さよりも愛らしさが勝るかも。 

 

『 ある晴れた夏の朝 』 

   小手鞠 るい∥著  偕成社 913.6 ｺﾃﾞ ．  

日系アメリカ人のメイは高校１年の夏、学校の人気者である 

ノーマンとスコットに誘われ、公開討論会への参加を決め 

る。４人ずつのチームに分かれて行われるディベートの議題 

は、「広島・長崎への原爆投下」の是非。母親が日本人であ 

るメイは否定派の一員として臨むことになる。自分たちの調 

査を進め、肯定派との議論を深めていくうちにメイの心境に 

変化が生まれてくるのだった。多様な人種が存在するアメリ 

カを舞台に、様々な主張が交錯する。唯一の被爆国に生きる 

私も考え続けなければならない「ある晴れた夏の朝」の話。 

 

その他新着本 

０ 総記 

これから学会発表する若者のために 酒井 聡樹  002 ｻｶ 

１ 哲学 

初期仏教 馬場 紀寿  181 ﾊﾞﾊﾞ 
異端の時代 森本 あんり  190 ﾓﾘ 

２ 歴史・地理 
全世界史 出口 治明  209 ﾃﾞｸﾞ 
世界から消えた５０の国 ビョルン ベルゲ  209 ﾍﾞﾙ 
江戸東京の明治維新 横山 百合子  210.6 ﾖｺ 
学問の発見 広中 平祐  289.1 ﾋﾛ 

３ 社会・経済・文化 
イスラエルを知るための６２章 立山 良司 302 ﾀﾃ 
未来を読む ジャレド ダイアモンド  304 ﾐﾗ 
図解国会の楽しい見方 時事通信社政治部 314 ｽﾞｶ 
紛争地の看護師 白川 優子  329 ｼﾗ 
市場って何だろう 松井 彰彦  331 ﾏﾂ 
世界で活躍する仕事100三菱ＵＦＪﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ333 ｾｶ 
地図とﾃﾞｰﾀで見る女性の世界ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ ｲｻﾞﾍﾞﾙ ｱﾀﾈ 367ﾁｽﾞ 
性の多様性ってなんだろう？ 渡辺 大輔  367 ﾜﾀ 
不登校でも大丈夫 末富 晶  371 ｽｴ 
イン・ザ・ミドル ナンシー アトウェル  375 ｱﾄ 
教育学部 三井 綾子  376 ﾐﾂ 

４ 自然科学 
科学者はなぜ神を信じるのか 三田 一郎  404 ｻﾝ 
１３歳からの研究倫理 大橋 淳史  407 ｵｵ 
インターネット望遠鏡で観測！現代天文学入門 440 ｲﾝ 
宇宙の「果て」になにがあるのか 戸谷 友則  440 ﾄﾀ 
積乱雲 小林 文明  451 ｺﾊﾞ 
鳥類学者無謀にも恐竜を語る 川上 和人  457 ｶﾜ 
岩石の科学 西川 有司  458 ﾆｼ 
ﾋﾞｼﾞｭｱﾙで見る遺伝子・DNAのすべて ｷｬｯﾄ ｱｰﾆｰ 467 ｱﾆ 
世界史を大きく動かした植物 稲垣 栄洋  471 ｲﾅ 
きらいになれない害虫図鑑 有吉 立  486 ｱﾘ 
「がん」はなぜできるのか 国立がん研究ｾﾝﾀｰ研究所 491 ｶﾞﾝ 
疲労と回復の科学 渡辺 恭良  493 ﾜﾀ 
選べなかった命 河合 香織  495 ｶﾜ 

５ 工業・家政 
トコトンやさしいダムの本 溝淵 利明  517 ﾐｿﾞ 
どうして海のしごとは大事なの？ 550 ﾄﾞｳ 
ビールの科学 渡 淳二 588 ﾜﾀ 
ＤＩＹ基本テクニック百科  592 ﾃﾞｲ 

6 産業 
魅力発信！やまなし農業の力 山梨県農政部 612 ﾐﾘ 
アニマルウェルフェアとは何か 枝広 淳子  645 ｴﾀﾞ 

７ 芸術・スポーツ 
絵本のなかを旅するようなかわいい世界の村 748 ｴﾎ 
女性アスリートの教科書 須永 美歌子  780 ｽﾅ 

８ 言語 
やさしい日本語とやさしい英語でおもてなし藤田玲子 837 ﾌｼﾞ 

９ 文学 
ノーベル文学賞を読む 橋本 陽介  902 ﾊｼ 
つる花の結び 〔紫式部 〕 913.3 ﾑﾗ 
天子蒙塵 浅田 次郎  913.6 ｱｻ 
火のないところに煙は 芦沢 央  913.6 ｱｼ 
星空の１６進数 逸木 裕  913.6 ｲﾂ 
消えていく日に 加藤  千恵  913.6 ｶﾄ 
心霊探偵八雲  ＡＮＯＴＨＥＲ ＦＩＬＥＳ 神永 学 913.6 ｶﾐ 
「はじめまして」を３０００回 喜多 喜久  913.6 ｷﾀ 
５分後に切ないラスト エブリスタ 913.6 ｺﾞﾌ 
だから見るなといったのに 恩田 陸ほか  913.6 ﾀﾞｶ 

検察側の罪人 雫井 脩介  913.6 ｼｽﾞ  
夏空白花 須賀 しのぶ  913.6 ｽｶﾞ 
日曜日の人々（サンデー・ピープル） 高橋 弘希  913.6 ﾀｶ 
神に守られた島 中脇 初枝  913.6 ﾅｶ 
風に恋う 額賀 澪  913.6 ﾇｶ 
むすびつき 畠中 恵  913.6 ﾊﾀ 
君の話 三秋 縋  913.6 ﾐｱ 
星をつなぐ手 村山 早紀  913.6 ﾑﾗ 
葬偽屋に涙はいらない 森 晶麿  913.6 ﾓﾘ 
このサンドイッチ、マヨネーズ忘れてる ハプワース１６、１９２４年                                             
Ｊ ．Ｄ．サリンジャー  933 ｻﾘ 
ガルヴェイアスの犬 ジョゼ ルイス ペイショット  969 ﾍﾟｲ 

□■９月に入った本■□ 

ディズニー３５年の歴史を振り返る 

『東京ディズニーリゾートクロニクル３５年史』  

文房具の歴史やトリビア、最新事
情まで『文房具の解剖図鑑』 

 

人気作の続編。すでにドラマ化も！今度

は農業？『下町ロケットゴースト』 

第 159回芥川賞受賞作。田舎に引
っ越した歩と同級生たちとの交流
を描くと見せかけて・・・『送り火』 
 


