
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                             

 

 

 

 

 

 

 

                                     

              

 

 

 

 

 

 

 

                  

甲府南高校図書館 

平成３０年10月 

10月です。先月は地震や台風といった自然災害が猛威を振るいました。 

7月から続く酷暑も含め、自然環境のままならなさを痛感しています。 

そろそろ穏やかな日々が戻るよう祈るばかりですね。 

さて今月は「読書週間」！ 

もちろん南高図書館でもイベントを用意しました。 

去年とは少し趣向を変えてみました。まずはお便りでルールを確認！ 

お誘いあわせの上、是非皆さん奮ってご参加ください！！ 

読書週間とは・・・？ 

戦後間もない１９４７年「読書の力によって、平和な文化国家

を創ろう」と、出版社・取次会社・書店と図書館が力をあわせ、 

始めたのが「読書週間」です。以来７０年続く読書にまつわる

一大イベントとなっています！ 

毎年人気のガチャガチャですが、今年は簡単には引かせません！ 

配付のビンゴカードに書かれている各ジャンルの本を借りるごと

にスタンプを押していきます。そして１列ビンゴになるとガチャガ

チャを引くことができるのです！（延長でも可とします） 

ガチャガチャの中身はいろいろな人のおすすめ本紹介。 

さらにはハロウィン関連景品もGetできます! 

この機会に普段見ることのない棚も探索してみましょう！ 

※3年生はジャンルを易しく設定してあります※ 

←10月１５日（月）～１１月２日（金） 

11月５日（月）～11月７日（水）の昼休み 

 
昨年（201７年）発行の雑誌を差し上げます。希望者の多い雑誌もありますので頒布

数には制限を設けます。同一タイトルで一人月刊誌3冊、週刊誌は5冊、隔月誌2冊

まで。（科学雑誌は保存期限延長にともない、今回は対象外とします） 

教室に放置せず、必ず持ち帰ってください！ 

ハロウィン特別企画！期間中に本を借りてくれた人にはお菓子をプ

レゼント！たくさんお菓子を用意しますので、毎日でも借りていっ

てくださいね♪ 

10月１５日（月）～１１月２日（金）→ 

 

本の背中のラベルの 

1段目の数字を確認。 

↓の場合は「９」です。 



その他新着本 

０ 総記 

学ぶということ   内田 樹  002 ﾏﾅ 
トコトンやさしいＩｏＴの本   山崎 弘郎  007 ﾔﾏ 

１ 哲学 

あなたはなぜ「ｶﾘｶﾘﾍﾞｰｺﾝのにおい」に魅かれるのか 141 ﾊﾂ 
幸福とは何か   森村 進  151 ﾓﾘ 
あなただけの人生をどう生きるか   渡辺 和子  198 ﾜﾀ 

２ 歴史・地理 

歴史の読みかた   野家 啓一  204 ﾚｷ 
実は科学的！？江戸時代の生活百景   西田知己 210.5 ﾆｼ 
本土空襲全記録   ＮＨＫスペシャル取材班  210.7 ﾎﾝ 
史上最悪の破局を迎えた 13の恋の物語ｼﾞｪﾆﾌｧｰﾗｲﾄ 280.4  
走り続ける力   山中 伸弥  289.1 ﾔﾏ 

３ 社会・経済・文化 
地図で見るｱﾒﾘｶﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ   クリスティアンモンテス  302 ﾓﾝ 
「改憲」の論点   木村 草太  323 ｶｲ 
ﾏｲﾍﾟｰｽで働く！自宅でひとり起業仕事図鑑 滝岡幸子 335 ﾀｷ 
くらべる日本   おかべ たかし 361 ｵｶ 
社会学大図鑑   クリストファー ソープ  361 ｼﾔ 
社会保障入門   伊藤 周平  364 ｲﾄ 
臨床検査技師になるには   岩間 靖典  366 ｲﾜ 
女子のための「手に職」図鑑   華井 由利奈  366 ﾊﾅ 
ポプラディアプラス仕事・職業 1～3  366 ﾎﾟﾌﾟ 
バイオ技術者・研究者になるには   堀川 晃菜  366 ﾎﾘ 
地図とﾃﾞｰﾀで見る性の世界ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ ﾅﾃﾞｨｰﾇｶｯﾀﾝ 367 ｶﾂ 
薬物依存症   松本 俊彦  368 ﾏﾂ 
先生は教えてくれない就活のトリセツ   田中研之輔  377 ﾀﾅ 
アフリカのことわざ   アフリカのことわざ研究会  388 ｱﾌ 

４ 自然科学 
科学大図鑑   アダム ハート＝デイヴィス  402 ｶｶﾞ 
今日から使える微分方程式   飽本 一裕  413 ｱｷ 
ビジュアル大百科元素と周期表   トム ジャクソン  431 ｼﾞﾔ 
ホーキング、最後に語る スティーヴンＷ．ホーキング 443 ﾎｷ 
太平洋その深層で起こっていること   蒲生 俊敬  452 ｶﾞﾓ 
羽毛恐竜と巨大昆虫   マリー ステルブ  457 ｳﾓ 
トコトンやさしい微生物の本   中島 春紫  465 ﾅｶ 
先生、脳のなかで自然が叫んでいます！ 小林朋道  481 ｺﾊﾞ 
写真に残された絶滅動物たち最後の記録 ｴﾛﾙﾌﾗｰ 482 ﾌﾗ 
わけあって絶滅しました。   丸山 貴史  482 ﾏﾙ 
ウルトラ図解白内障・緑内障   ビッセン宮島弘子  496 ｳﾙ 
よくわかる公衆衛生学の基本としくみ   上地 賢  498 ﾖｸ 

５ 工業・家政 
城の科学   萩原 さちこ  521 ﾊｷﾞ 
きちんと知りたい！ドローンメカニズムの基礎知識    538 ｷﾁ 
なぜあの人のシャツはパリッとしているのか     592 ﾅｾﾞ 
大豆の科学   五日市 哲雄  619 ｲﾂ 

6 産業 
ａｍａｚｏｎ   成毛 真  673 ﾅﾙ 

７ 芸術・スポーツ 
幽霊画と冥界   安村 敏信  721 ﾕｳ 
もっと知りたいボナール   高橋 明也  著 723 ﾀｶ 

８ 言語 
現代擬音語擬態語用法辞典   飛田 良文  813 ﾋﾀﾞ 
心理学者が教える読ませる技術聞かせる技術  816 ｶｲ 

９ 文学 
村上春樹語辞典   ナカムラ クニオ  910.2 ﾅｶ 
浜村渚の計算ノート ８と１／２さつめ  青柳 碧人  913.6 ｱｵ 
図書館の殺人   青崎 有吾  913.6 ｱｵ 
ガラスの殺意   秋吉 理香子  913.6 ｱｷ 
七つの試練   石田 衣良  913.6 ｲｼ 
悪魔と呼ばれた男   神永 学  913.6 ｶﾐ 
青少年のための小説入門   久保寺 健彦  913.6 ｸﾎﾞ 
歪んだ波紋   塩田 武士  913.6 ｼｵ 
きょうのできごと、十年後   柴崎 友香  913.6 ｼﾊﾞ 
指の骨   高橋 弘希  913.6 ﾀｶ 
虎の牙   武川 佑  913.6 ﾀｹ 
ミダスの河   柄刀 一  913.6 ﾂｶ 
活版印刷三日月堂 〔４〕  ほしお さなえ  913.6 ﾎｼ 
愛なき世界   三浦 しをん  913.6 ﾐｳ 
ブロードキャスト   湊 かなえ  913.6 ﾐﾅ 
死にたい、ですか   村上 しいこ  913.6 ﾑﾗ 
国宝 上/下  吉田 修一  913.6 ﾖｼ 
黒の扉は秘密の印   ケルスティン ギア  943 ｷﾞｱ 
緑の扉は夢の入口   ケルスティン ギア  943 ｷﾞｱ 

ＰＩＣＫ ＵＰ 

『 学校に行きたくない君へ 』  

全国不登校新聞社  ポプラ社 371 ｶﾞﾂ  

         不登校やひきこもりの当事者・経験者が、先日亡くなった女
優の樹木希林さんや山梨出身の辻村深月さんなど各分野の
トップランナー総勢 20名と真剣勝負！本音でのインタビュ
ーは、様々な経験の末、辿り着いたそれぞれの答えをあぶり
出す。私たちが抱える日々の不安や不満に対して、心に響く
ヒントがきっと見つかるはず。失敗や挫折は何歳でも味わ
う。ただそこから立ち直る方法は人それぞれ、いくら時間を
かけても遅いということはない。だから焦らず、怖がらず前
に進んでみよう。 

 

『 宇宙旅行入門 』高野 忠  東京大学出版会 538 ｳﾁ   
「ZOZOTOWN」で有名な前澤社長が、今年 9 月アメリカの 

スペースX社と2023年の宇宙旅行契約を結んだことが発表 

され話題になった。6～8 人分の総額は 1000 億円とも言われ 

ている。今まで宇宙といえば選ばれた人が特別な訓練を受け 

て初めて行けるところであったが、私たちにとっても贅沢な 

旅行先となる未来がすぐそこまで来ている。この本では宇宙 

開発の歴史から、現実的な宇宙への行き方、宇宙ビジネスの 

展望などを考察している。リアルな宇宙との距離感が分かる 

一冊。この本を読めば宇宙への就職も気になってくるかも？ 

 

『 日本のワインで奇跡を起こす 』 

    三沢 茂計  ダイヤモンド社   K588 ﾐｻ 

今でこそワインは山梨を代表する名産となっている。しか 

し、現在に至る道のりは決して平坦なものではなかった。思 

い通りに育たないブドウ、海外から見向きもされない国産ワ 

イン、確立されない製造方法。それでもこの本の作者である 

三澤親子をはじめとする勝沼のワイン醸造家たちは、伝統的 

に育ててきたブドウ種「甲州」の可能性を信じて、前へと進 

む。やがて父と娘の信念は実を結び、眩い光を放ちだす･･･。 

 
『 水槽の中 』 

  畑野  智美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 ﾊﾀ 

高校２年生に進級した遥。友だちのマーリンとも離れること 

なく快調なスタートを切る。中学では陸上に汗を流した２人 

だが、高校では帰宅部。去年と変わらないゆったりとした日 

々が続くはずだったが、アイドル志望のクラスメートがネッ 

トに投稿した動画がきっかけでクラス内に少しずつ変化が 

生まれる。夏休みに学園祭、修学旅行、そして進路。高校２ 

年という揺れ動く”水槽の中”で遥は悩み、迷い、恋をする。 
柔らかく眩しい青春ラブストーリー。 

 

□■10月に入った本■□ 

世界的ベストセラー『サピエンス全史』で人
類の過去を暴いたユヴァル・ノア・ハラリが今
度は未来を予言する！『ホモ・デウス』  

 

貸出上位の人気シリーズの最新作 

『ケーキ王子の名推理（スペシャリテ） 3 』  

円城塔が「文字」をテーマに描いた短編
集『文字渦』 読んでいるうちに「文字酔
い」を起こすこと間違いなし！   

  

みんな興味津々の都市伝説。現代
怪異を完全網羅した『日本現代怪異
事典』 ※館内で読んでね。 


