甲府南高校図書館
平成３０年１２月

12 月です。今年も残すところあとわずかですね。
皆さんはどんな 1 年を過ごしましたか？
来年は４月で平成が終わり、いよいよ新しい時代が始まります。
歴史的な瞬間を迎えるにあたって、「平成」はどんな時代だったのか
振り返ってみるのも良いかもしれませんよ！図書館も是非ご活用ください！
今回は「贈りたい本大賞」の結果報告と冬休み特別企画のお知らせです。
特別貸出もあるので、どんどん本を借りましょう！

祝！「贈りたい本大賞」Ｗ受賞！！
山梨県立図書館が「やまなし読書活動促進事業」の一環
として実施している「贈りたい本大賞」ですが、今年は
応募総数 5,654 点でした。その中で 5 点のみが選ばれ
る大賞に、本校 1 年生の森澤ひろかさんが『世界で一番
いのちの短い国』で、２年生の平田結菜さんが『祈りの
カルテ』でそれぞれ選ばれました！さらには優秀賞も２
人、甲府南高校として学校賞も受賞しました！これはと
ても素晴らしいことだと思います。皆さんも良い本に出
会ったら、是非大切な人に贈ってみてくださいね！
（受賞作品は図書館内で紹介しています）

表彰式の様子。大賞の２人はテレビでもお馴染み
の金田一秀穂館長から賞状をいただきました。

冬休み直前特別企画

文豪と過ごすクリスマス！
～12 月 13 日～12 月 25 日～
今年の夏には映画化され、早くもアニメの 3 期が決定している
「文豪ストレイドッグス」！！
昨年県立文学館がコラボ展示をしてこちらも話題になりました。
今回はなんとその展示パネルを借りることに！縁の作家たちの
作品も展示しますので、是非合わせてご覧ください！

企画説明
展示してある対象作品を
借りるとクリスマス特選
スイーツ？をプレゼント！
さらには謎の「あたり」が
出れば一攫千金も？

冬季休業閉館のお知らせ
下記冬季休業期間は、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：１２月 2６日（水）～１月６日（日）

特別貸出のお知らせ
冬季休業閉館に伴い、特別貸出をします。最長で 1 ヶ月間の貸出！この機会にぜひ利用してください。
〇期間１２月１０日（月）～１２月２5 日（火）〇冊数１人５冊まで 〇返却期限１月１１日（金）

返却遅れの本について年内に督促を行います。
手元に返却期限を過ぎた本がありましたら、すぐに返却してください。

□■１２月に入った本■□

ＰＩＣＫ ＵＰ
『 辺境メシ ヤバそうだから食べてみた』
高野 秀行∥著 文芸春秋 383 ﾀｶ
※心臓の弱い方はご注意を※
作家が世界を旅する中で出会った料理を紹介するのだが、そ
の食材が普通ではない。何が普通でないのか、興味のある人
は是非読んでみてほしい。注目したいのは作り方や食べ方な
どの作法も、国・地域によって異なり、とてもユニークであ
るということ。私たちがゲテモノと呼ぶものであっても、地
域に根差したれっきとした食文化であることが分かる。いざ
となれば何でも食べることができる。必要なのは覚悟だけ！

『ノーベル賞受賞者が教えるノーベル賞をとる方法』
バリー マーシャル∥著 ＷＡＶＥ出版 407
10 歳のマリーはある日衝撃の現場を目撃してしまう。それは
既に亡くなっているはずのノーベル賞受賞者が集まる秘密結
社の会合だった！会の存在を誰にも言わない代わりに、マリ
ーは各時代にタイムトラベルして、
「どうやったらノーベル
賞を取れるのか？」をインタビューしていくことになる。最
後に明かされる少女マリーの正体とは！？実際のノーベル賞
受賞者である作者が、物語仕立てで様々な受賞者を紹介。科
学者にとって必要な才能や心構えを教えてくれる一冊。受賞
テーマにまつわるおまけの実験付き。

『 へんな西洋絵画 』
山田 五郎∥著 講談社 723 ﾔﾏ
ピカソの描く絵を見て「へんな絵」と思ったことはないだろ
うか。しかしそれはあえての技法。１９世紀以前の本物の「へ
んな絵」に影響を受けたことによって生み出されたものであ
った。現代では芸術と呼ばれる作品でも、よく見るとツッコ
ミどころが満載！ありえない驚くほど可愛くない子どもたち
や、想像で描かれる不気味な動物など、真剣に描かれている
からこその面白さがそこにはあった！この本を読めば、皆さ
んもピカソのように新たな才能に目覚めるかも？

『 ダンデライオン 』
中田 永一∥著 小学館 913.6 ﾅｶ
主人公の下野蓮司はあるきっかけによりタイムリープ（時間
跳躍）をする。31 歳と 11 歳、2 人の蓮司の「意識」だけが入
れ替わってしまった。タイムリミットは 7 時間。過去に戻っ
た大人の蓮司は悲壮な決意の下、ある目的を達成するため行
動を起こす。一方で未来へ飛ばされた子どもの蓮司は、未来
の自分の恋人だという小雪から確定している運命を知らされ
ることになる。2 人の蓮司と小雪、観測済みの運命の中で 3
人を待ち受けているのは果たして？前作『くちびるに歌を』
から 7 年、中田永一が描くとっておきの時間旅行！
伊坂幸太郎最新作。父親に虐待される双子の兄弟
がある日特殊な能力に気づく。しかしそれは超限
定的な能力だった・・・『フーガはユーガ』

.

「草」や「沼」などの取り扱い用語がネット
でも話題に！高校生が使いやすいように考
えられた国語辞典。
『三省堂現代新国語辞典』
各時代の美しい名工の数々を徹底解説。
刀剣好きにはたまらない一冊！
『もっと知りたい刀剣』
自衛隊員が取得している緊急時の対処方法
や、普段からできる備えなどのノウハウを一
挙に紹介！『自衛隊防災ＢＯＯＫ』

その他の本
０ 情報
東大生の本棚 西岡 壱誠 019 ﾆｼ
現代用語の基礎知識 自由国民社 031 ｹﾞﾝ
沖縄報道 山田 健太 070 ﾔﾏ

１ 哲学
世界の名言名句１００１ ロバート アープ 159 ｾｶ

２ 歴史・地理・人物
古墳のひみつ 古代浪漫探究会 210.3 ｺﾌ
無限の宇宙 ジェーン ホーキング 289.3 ﾎｷ
日本２００年地図 今尾 恵介 291 ﾆﾎ

３ 社会・経済・教育
地図で見る日本ハンドブック レミ スコシマロ 302 ｽｺ
文芸春秋オピニオン２０１９年の論点１００ 304 ﾌﾞﾝ
国境なき助産師が行く 小島 毬奈 329 ｺｼﾞ
統計でふりかえる平成日本の３０年 351 ﾄｳ
３０代の働く地図 玄田 有史 366 ｻﾝ
救急救命士になるには 益田 美樹 366 ﾏｽ
貧困を救えない国日本 阿部 彩 368 ｱﾍﾞ
世界の難民をたすける３０の方法 滝沢 三郎 369 ﾀｷ
ジビエの歴史 ポーラ ヤング リー 383 ﾘ
日本の祭り解剖図鑑 久保田 裕道 386 ｸﾎﾞ
クリスマスの歴史 ジュディス フランダーズ 386 ﾌﾗ

４ 自然科学
魂に息づく科学 リチャード ドーキンス 404 ﾄﾞｷ
論文を書くための科学の手順 山田 俊弘 407 ﾔﾏ
数学ガールの秘密ノート 結城 浩 410 ﾕｳ
素数の未解決問題がもうすぐ解けるかもしれない。 412 ﾆﾙ
地球４６億年気候大変動 横山 祐典 451 ﾖｺ
捏造の科学者 須田 桃子 460 ｽﾀﾞ
動物学の百科事典 日本動物学会 480 ﾄﾞｳ
１０億分の１を乗りこえた少年と科学者たち 491 ｼﾞﾖ
脳科学者の母が、認知症になる 恩蔵 絢子 493 ｵﾝ

５ 環境・工業・家政
トコトンやさしい道路の本 峯岸 邦夫 514 ﾐﾈ
宇宙・天文で働く 本田 隆行 538 ﾎﾝ
電波の疑問５０ 早川 正士 547 ﾊﾔ
ウスケボーイズ 河合 香織 588 ｶﾜ
料理の科学大図鑑 スチュアート ファリモンド 596 ﾌｱ

６ 産業（農林水産）
農家が消える 寺西 俊一 611 ﾉｳ

７ 芸術・スポーツ
もっと知りたい慶派の仏たち 根立 研介 718 ﾈﾀﾞ
もっと知りたいムンク 千足 伸行 723 ｾﾝ
動物デッサンテクニック 岡本 泰子 725 ｵｶ
日日是好日 森下 典子 791 ﾓﾘ

８ 言語
大学生のためのレポート・論文術 小笠原 喜康 816 ｵｶﾞ
英単語の語源図鑑 清水 建二 834 ｼﾐ

９ 文学・小説・エッセイ
天国と、とてつもない暇 最果 タヒ 911.5 ｻｲ
祭火小夜の後悔 秋竹 サラダ 913.6 ｱｷ
ラストラン あさの あつこ 913.6 ｱｻ
Ｍａｔｔ 岩城 けい 913.6 ｲﾜ
リップヴァンウィンクルの花嫁 岩井 俊二 913.6 ｲﾜ
十二人の死にたい子どもたち 冲方 丁 913.6 ｳﾌﾞ
それでも空は青い 荻原 浩 913.6 ｵｷﾞ
探偵は教室にいない 川澄 浩平 913.6 ｶﾜ
化学探偵Ｍｒ．キュリー 喜多 喜久 913.6 ｷﾀ
ソバニイルヨ 喜多川 泰 913.6 ｷﾀ
まれびとパレード 越谷 オサム 913.6 ｺｼ
どんまい 重松 清 913.6 ｼｹﾞ
無事に返してほしければ 白河 三兎 913.6 ｼﾗ
その日、朱音は空を飛んだ 武田 綾乃 913.6 ﾀｹ
静おばあちゃんと要介護探偵 中山 七里 913.6 ﾅｶ
美少年Ｍ 西尾 維新 913.6 ﾆｼ
神さまを待っている 畑野 智美 913.6 ﾊﾀ
常設展示室 原田 マハ 913.6 ﾊﾗ
されど私の可愛い檸檬 舞城 王太郎 913.6 ﾏｲ
３０センチの冒険 三崎 亜記 913.6 ﾐｻ
熱帯 森見 登美彦 913.6 ﾓﾘ
雨上がりの川 森沢 明夫 913.6 ﾓﾘ
母の教え 姜 尚中 914.6 ｶﾝ
銀河を渡る 沢木 耕太郎 914.6 ｻﾜ

