甲府南高校図書館
平成３１年１月

１月になりました。ちらほらと雪も舞いましたが、例年と比べると比較的
穏やかな日々が続いています。（インフルエンザは穏やかではありませんが）
皆さんはどのようなスタートを切ったでしょうか？やることを先延ばしにす
ると１年はあっという間に過ぎていきます。まずは身近なことでもいいので
目標を立ててみましょう。一つ一つ達成していくうちにきっと充実した 1 年
になっているはずですよ！
さて今回は展示図書のご紹介です。皆さんが普段当たり前のように行っている
「本を読む」という行為について考えていきたいと思います。

SDGｓ企画展示（1／２５～２／15）

“読みたい人に読みたい本が届くまで”
～本を読む機会について考える～
（好き嫌いを別として）私たちは本を読むことができます。書店で買ったり、図書館で借りたり。
もちろん「難しい」と思うこともあるかもしれませんが、大抵の本は読めるはずです。
しかし、果たしてそれは本当に「全ての人」に平等の行為でしょうか？
日本国内だけ見ても、高齢者や障害のある人、日本に住む外国人、書店や図書館が近くにない人など、
様々な理由で、多くの人たちが皆さんと同じようには本を読むことができません。
そんな状況で「質の高い教育をみんなに」が達成できるでしょうか？
今回はそんなことを考えるきっかけとして５つのテーマで展示を行います。
是非、実際に手に取ってみてください！その上で、未来に向けて何ができるか考えてみましょう！！

テーマ①「読みやすく」

テーマ②「分かりやすく」

高齢者や弱視の人は、普通の本の文字サイズ
だと読みにくいです。そんな人のために「大
活字本」という文字サイズの大きな本があり
ます。またフォントの種類によっても見えや
すさが違うことを確認してみましょう。

知的障害など、言葉を理解するのが苦手な人
向けには「ＬＬブック」という本があります。
ＬＬはスウェーデン語の Lättläst（やさし
く読める）の略で、簡単な言葉と絵や写真、
ピクトグラムなどを組み合わせています。

テーマ③「触ってみる」

テーマ④「様々な言語で」

目が見えない人向けに「点字本」や、絵に輪
郭をつけた「さわる絵本」があります。
また乳幼児や知的障害のある子ども向けに
「布の絵本」という乱暴に扱っても破れない
本も作られています。

名作といわれる作品は世界各国の言語で翻
訳されています。日本にいる在留外国人のた
めには各国言語の本も必要となります。また
言語学習の手助けにもなります。比較してみ
ると面白いかもしれませんね。

テーマ⑤「電子書籍」
今後、様々な可能性を秘めているのが電子書籍です。文字の拡大や音声読み上げ、色の反転など読書環境の
差別解消に期待されています。今回、新しく展開されるサービスのデモを受けることができました！県立図
書館の電子書籍サービスと比較しながら、試してみてください！
簡単なアンケートに答えてくれた人にはオリジナルグッズをプレゼントします！！

□■１月に入った本■□

ＰＩＣＫ ＵＰ
『 ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＧＩＲＬ』
ナディア ムラド∥著 東洋館出版社 302 ﾑﾗ
中東イラクに、少数派宗教であるヤズィディ教を信奉する人
が住むコーチョという小さな村があった。村では平穏な日々
が続いていたが、ある日、過激派組織 ISIS（イスラム国）が
村を包囲したことから、生活は一変…。当時 19 歳だったナデ
ィアは ISIS に捕らえられ、サビーヤという奴隷として監禁さ
れることになる。待っていたのは地獄のような日々だった。
宗教を盾に蹂躙される女性たち。報道では知ることができな
かったイスラム国の姿は、人間の深層に潜む愚かさを露わに
する。海の向こうのことだと無関心でいる私たちは、果たし
て彼らと違うと言えるのだろうか？昨年のノーベル平和賞受
賞者ナディア・ムラドが訴える、見えざる戦いの記録。

『 動物園巡礼 』
木下 直之∥著 東京大学出版会 480 ｷﾉ
動物園といえば子どもからお年寄りまで幅広く愛されるテー
マパークである。しかしその歴史は決して平坦なものではな
かった。戦争や動物愛護、財政難など、時代に翻弄される動
物たち。そしてそこで働く人たちの動物を愛するがゆえの苦
悩。全国各地の動物園を巡ることによって、動物と人との関
わり方に思いを馳せることになる。動物園を文化という側面
で語るこの本を読むことで、きっと動物園の楽しみ方が変わ
ること間違いなし！

『 凡人のための地域再生入門 』
木下 斉 ∥著 ダイヤモンド社 601 ｷﾉ
地域の活性化が必要だと多くの人が言っているが、実際には
何をすればいいのか。有名人を呼んだり、名物料理を開発し
たり？成功している自治体の真似をすればそれでいい？地域
再生の専門家が、自分の経験を踏まえてストーリーを構成。
失敗と成功のキーポイントを分かりやすく解説してくれる。
自分の地元の将来が心配、そう思ったら人任せにしてはいけ
ない。地域を見つめ、何が必要か考える。まずは一歩踏み出
す勇気が大切ということを教えてくれる一冊。

『 珠玉 』
彩瀬 まる ∥著 双葉社 913.6 ｱﾔ
デザイナーの歩は、国民的歌手であった祖母の姿に憧れなが
らも、永遠に越えられない存在として、その殻に閉じこもっ
ていた。ブランドの相棒に愛想をつかされ、行き詰る彼女の
前にモデルのジョージが現れる。モデルの仕事がなくなり、
歩の手伝いを始めたジョージと 2 人で祖母の足跡を辿ってい
ると、幼い頃には気づかなかった国民的歌手の真実に行きつ
くことになる･･･。自分は誰かに勝てない、そう思って最初
から諦めてはいないだろうか。人と比べる前に自分を見つめ
てみよう。きっとあなただけの「珠玉」が見つかるはず。
今年の直木賞受賞作。沖縄の今をとらえた
一大エンターテインメント小説。
真藤 順丈『宝島』

.
現役トップアイドルが、アイドルを目指す
女子高生を描く。高山一実『トラペジウム』
２人の図書委員が様々な謎を解き明
かしていく。司書仕事しなさすぎ！
米沢 穂信 『本と鍵の季節』
世界各地の息をのむような美しい景色を一
冊に！CG かも？と疑うこと間違いなし！
『ここでしか見られない感動する風景！』

その他の本
０ 情報
トコトンやさしいアルゴリズムの本 坂巻 佳寿美 7 ｻｶ
現代用語の基礎知識 昭和編 31 ｹﾞﾝ

１ 哲学
クルアーン 大川 玲子 167 ｵｵ
謎解き聖書物語 長谷川 修一 193 ﾊｾ

２ 歴史・地理・人物
歴史を知る楽しみ 家近 良樹 210 ｲｴ
日本史の新常識 文芸春秋 210 ﾆﾎ
信長もビックリ！？科学でツッコむ日本の歴史平林純 210 ﾋﾗ
縄文探検隊の記録 夢枕 獏 210.2 ﾕﾒ
はじめての明治史 山口 輝臣 210.6 ﾊｼﾞ
ヘッポコ征夷大将軍 長谷川 ヨシテル 281 ﾊｾ
これならわかる天皇の歴史 Q&A 歴史教育者協議会 288 ｺﾚ
アンネのこと、すべて アンネ フランク ハウス 289.3 ｱﾝ

３ 社会・経済・教育
地図で見る東南アジアハンドブック ユーグテルトレ 302 ﾃﾙ
わたしの町は戦場になった ミリアム ラウィック 302 ﾗｳ
地方都市の持続可能性 田村 秀 318 ﾀﾑ
いま、〈平和〉を本気で語るには ノーマフィールド 319 ﾌｲ
トコトンやさしいブロックチェーンの本 上野 仁 338 ｳｴ
高校生からのリーダーシップ入門 日向野 幹也 361 ﾋｶﾞ
わたし８歳、職業、家事使用人。 日下部 尚徳 366 ｸｻ
わたしは１３歳、シリア難民。 国境なき子どもたち 369 ﾜﾀ

４ 自然科学
科学者の社会的責任 藤垣 裕子 401 ﾌｼﾞ
高校数学の美しい物語 マスオ 410 ﾏｽ
世界の歴史を変えたスゴイ物理学５０ 420 ﾘｽﾞ
めんそーれ！化学 盛口 満 430 ﾓﾘ
僕たちは、宇宙のことぜんぜんわからない 440 ﾁﾔ
日本列島の下では何が起きているのか 中島淳一 455 ﾅｶ
生物多様性と地球の未来 ジョナサンシルバータウン 468 ｾｲ
世界毒草百科図鑑 エリザベス Ａ．ダウンシー 471 ﾀﾞｳ
すべての医療は「不確実」である 康永 秀生 490 ﾔｽ
生命科学の未来 本庶 佑 491 ﾎﾝ
好きになる麻酔科学 横山 武志 494 ﾖｺ
医薬品業界で働く 池田 亜希子 499 ｲｹ

５ 環境・工業・家政
日本を動かした５０の乗り物 若林 宣 536 ﾜｶ
電気回路が一番わかる 有馬 良知 541 ｱﾘ

６ 産業（農林水産）
ビレッジプライド 寺本 英仁 601 ﾃﾗ
単位と法則 609 ﾀﾝ

７ 芸術・スポーツ
名前がわかる！フルーツ＆ベジタブル図鑑 625 ﾅﾏ
日本画の歴史 草薙 奈津子 721 ｸｻ
もっと音楽が好きになる上達の基本
(フルート/ クラリネット/トランペット/サクソフォーン
はじめてのアメリカ音楽史 764 ﾊﾞﾀﾞ

８ 言語
大槻文彦『言海』 安田 敏朗 813 ﾔｽ
５日で学べて一生使える！レポート・論文の教科書 816 ｵｶﾞ
日本一簡単なやり直し英語の教科書作ってみました。830 ﾔﾏ
「ごちそうさま」を英語で言えますか？ 837 ｾｲ

９ 文学・小説・エッセイ
作家と楽しむ古典 古川 日出男 910.2 ｻﾂ
コヨーテの翼 五十嵐 貴久 913.6 ｲｶﾞ
風と行く者 上橋 菜穂子 913.6 ｳｴ
麒麟児 冲方 丁 913.6 ｳﾌﾞ
この恋は世界でいちばん美しい雨 宇山 佳佑 913.6 ｳﾔ
犬も食わない 尾崎 世界観 913.6 ｵｻﾞ
アトラス 神永 学 913.6 ｶﾐ
あなたの愛人の名前は 島本 理生 913.6 ｼﾏ
テレビ探偵 小路 幸也 913.6 ｼﾖ
府中三億円事件を計画・実行したのは私です。913.6 ｼﾛ
ゆえに、警官は見護（みつめ）る 日明 恩 913.6 ﾀﾁ
神のダイスを見上げて 知念 実希人 913.6 ﾁﾈ
ばけばけ 那須 正幹 913.6 ﾅｽ
そこにいるのに 似鳥 鶏 913.6 ﾆﾀ
昨日がなければ明日もない 宮部 みゆき 913.6 ﾐﾔ
黒猫のいない夜のディストピア 森 晶麿 913.6 ﾓﾘ
いつか深い穴に落ちるまで 山野辺 太郎 913.6 ﾔﾏ
針と糸 小川 糸 914.6 ｵｶﾞ
イギリス文学を旅する６０章 石原 孝哉 930 ｲｷﾞ

