
 

 

 

 

 

２月です。暦の上ではもう春ですね。 

皆さんは何か春の気配を感じることがありましたか？ 

私は花粉症の脅威が近づいてくると春を感じます。 

（今年は穏やかでありますように…） 

さて特集は今年の図書館利用の振り返りです。 

クラスごとの貸出数や、よく読まれている本を紹介します。 

果たして昨年９月の利用状況調査からどう変わったのか？ 

自分が1年間でどんな本を読んできたかも思い出してみましょう。 

 

 

１－１ 545  ２－１ 193  ３－１ 236 

１－２ 699  ２－２ 348  ３－２ 445 

１－３ 482  ２－３ 136  ３－３ 249 

１－４ 290  ２－４ 156  ３－４ 163 

１－５ 753  ２－５ 266  ３－５ 267 

１－６ 314  ２－６ 99  ３－６ 125 

１－７ 387  ２－７ 261  ３－７ 161 

計 3,470  計 1,459  計 1,646 

昨年同時期1,929       昨年同時期1,358       昨年同時期 1,320  

全学年合計６５７５冊（昨年同時期４６０７冊） 生徒一人当たりの貸出数8冊！    

○今年人気があった本の紹介 

１位（１３回貸出）  

『 かがみの孤城 』（辻村 深月∥著）     

２位（9回貸出）  

『 か「」く「」し「」ご「」と「 』（住野  よる∥著）   

『 君の膵臓をたべたい 』（住野  よる∥著）    

『 ５分後に戦慄のラスト 』（エブリスタ∥編） 

3位には『 ５分後に後味の悪いラスト 』『 確率捜査官御子柴岳人 3 』が続きます。 

（ちなみに昨年は『当たりすぎてつい眠れなくなる心理テスト』（中嶋 真澄∥著）が１位でした） 

■昨年の本屋大賞受賞作『かがみの孤城』がダントツでした。山梨県民としても誇らしいですね！ 

住野よるさんの人気は相変わらずですが、『5分後～』シリーズも肉薄する勢いです。 

果たして来年は何が人気になるのか！読んで面白かった本は是非友だちに紹介してみましょう！！ 

甲府南高校図書館 

平成３１年２月 

○４月～１月の貸出状況（冊数） 

「今年はなんだか貸出が多いな…」と気になって調べてみると、あと2か月残っているにも関わらず、なんと！

一人当たりの貸出数が南高史上最高を達成していました！！これはデータを追うことのできた昭和56年から

の38年間に限りますが、非常にすごいことです！（ちなみにこれまでの最高は平成17年の7.86冊でした） 

昨年度の同学年と比較すると、１年は80%、2年は7％、3年は25％といずれも増加しています。 

以前指摘した文学・コミックが占める割合も６％減少しており、多くの人がより幅広い本に興味を持ってくれ

たことを実感し、嬉しく思っています。今年度も残りあと少し。ラストスパートで歴史にその名を刻もう！ 

 



□■２月に入った本■□ 
 その他の本 

０ 情報 
読書する人だけがたどり着ける場所 斎藤 孝  019 ｻｲ 
東大発の知識集団ＱｕｉｚＫｎｏｃｋオフィシャルブック 031 ﾄｳ 

１ 哲学 

精神現象学 Ｇ．Ｗ．Ｆ．ヘーゲル  134 ﾍｹﾞ 
心理学に興味を持ったあなたへ 明星大学心理学科  140 ｼﾝ 
いま宗教に向きあう 池沢 優 集委員 160 ｲｹ 
「オウム」は再び現れる 島田 裕巳  169 ｼﾏ 

２ 歴史・地理・人物 
中世史講義 高橋 典幸  210.4 ﾁﾕ 
国民とともに歩まれた平成の３０年 宮内庁侍従職  288 ｺｸ 
ある若き死刑囚の生涯 加賀 乙彦  289.1 ｶｶﾞ 
小林一三 鹿島 茂  289.1 ｶｼ 
十五の夏 佐藤 優  293 ｻﾄ 

３ 社会・経済・教育 
地図で見るインドハンドブック 302 ｻﾝ 
日本進化論 落合 陽一  304 ｵﾁ 
ユダヤ人とユダヤ教 市川 裕  316 ｲﾁ 
クルド人を知るための５５章 山口 昭彦   316 ﾔﾏ 
南スーダンに平和をつくる 紀谷 昌彦  333 ｷﾔ 
ＳＤＧｓを学ぶ 高柳 彰夫  333 ｴｽ 
なぜ働き続けられない？ 鹿嶋 敬  366 ｶｼ 
昔と今とはこんなに違う社会科の教科書 加藤 好一 375 ﾑｶ 
恋愛制度、束縛の２５００年史 鈴木 隆美  384 ｽｽﾞ 

４ 自然科学 
世界を変えるＳＴＥＡＭ人材 ヤング吉原麻里子  404 ﾔﾝ 
組合せ数学 ロビン ウィルソン  410 ｳｲ 
数学的に考える キース デブリン  410 ﾃﾞﾌﾞ 
今日から使える物理数学 岸野 正剛  421 ｷｼ 
ナチュラルヒストリー 岩槻 邦男  460 ｲﾜ 
海と陸をつなぐ進化論 須藤 斎  467 ｽﾄﾞ 
絵でわかる生態系のしくみ 鷲谷 いづみ  468 ﾜｼ 
ユーラシア動物紀行 増田 隆一  482 ﾏｽ 
安楽死・尊厳死の現在 松田 純  490 ﾏﾂ 
免疫と「病」の科学 宮坂 昌之  491 ﾐﾔ 
鼓動が止まるとき スティーヴン ウェスタビー  494 ｳｴ 

５ 環境・工業・家政 
わかる！使える！３Ｄプリンター入門 水野 操  501 ﾐｽﾞ 
日本プラモデル六〇年史 小林 昇  507 ｺﾊﾞ 
トコトンやさしいボイラーの本 安田 克彦  533 ﾔｽ 
トコトンやさしい紙と印刷の本 前田 秀一  585 ﾏｴ 

６ 産業（農林水産） 

名作コピーの時間 宣伝会議書籍編集部  674 ﾒｲ 
臨時災害放送局というメディア 大内 斎之  699 ｵｵ 

７ 芸術・スポーツ 
展覧会プロデューサーのお仕事 西沢 寛  706 ﾆｼ 
江戸・幕末・明治おもちゃ絵・遊び絵の世界  721 ｴﾄﾞ 
基本が身につく書道の教科書 青山 浩之  728 ｱｵ 

８ 言語 
使える！「国語」の考え方 橋本 陽介  810 ﾊｼ 
特派員直伝とらべる英会話 読売新聞国際部  837 ﾄｸ 
残念な英語 デイビッド セイン  837 ｾｲ 

９ 文学・小説・エッセイ 
しびれる短歌 東 直子  911.1 ﾋｶﾞ 
発現 阿部 智里  913.6 ｱﾍﾞ 
そして、バトンは渡された 瀬尾  まいこ  913.6 ｾｵ 
世界が終わる前に 山本 弘  913.6 ﾔﾏ 
早朝始発の殺風景 青崎 有吾  913.6 ｱｵ 
ベルリンは晴れているか 深緑  野分  913.6 ﾌｶ 
新宿の猫 ドリアン助川  913.6 ﾄﾞﾘ 
黒いピラミッド 福士 俊哉  913.6 ﾌｸ 
すみれ屋敷の罪人 降田  天  913.6 ﾌﾙ 
月まで三キロ 伊与原 新  913.6 ｲﾖ 
カムパネルラ版 銀河鉄道の夜 長野 まゆみ  913.6 ﾅｶﾞ 
１００万分の１回のねこ 江国 香織  913.6 ﾋﾔ 
恋と禁忌の述語論理（プレディケット） 井上真偽  913.6 ｲﾉ 
ムーンナイト・ダイバー 天童 荒太  913.6 ﾃﾝ 
緑と楯 雪舟  えま  913.6 ﾕｷ 
キッドナッパーズ 門井 慶喜  913.6 ｶﾄﾞ 
海と山のピアノ いしい しんじ  913.6 ｲｼ 
介護士Ｋ 久坂部 羊  913.6 ｸｻ 
ん！？ 宮藤 官九郎  914.6 ｸﾄﾞ 
読書間奏文 藤崎 彩織  914.6 ﾌｼﾞ 
鐘は歌う アンナ スメイル  933 ｽﾒ 

ＰＩＣＫ ＵＰ 

『 脱・呪縛 』 

鎌田 実∥著  理論社 159 ｶﾏ   
私たちは日常的に何かに縛られている。それは知らず知らず 

「呪い」となっていないだろうか？意味も分からず勉強を続 

けること、みんなと同じであること、誰かを妬む気持ち･･･。 

それらの本質に疑問を持たずに生きていくことが、大人に 

なるにつれ呪縛となっていく。不遇な環境から医師になった 

作者だからこそ言える呪縛の解き放ち方。若いうちに気づく 

ことがきっと大きな意味を持つはず。少しずつでも良いから、 

「当たり前」を疑うことを身につけていってほしい。 
  

『 世界の国境を歩いてみたら…』  

「世界の国境を歩いてみたら…」番組取材班∥著 

河出書房新社  290 ｾｶ 

国境。それは目には見えないが世界の至るところに確かに 

存在している線。私たちのように日本に住んでいると意識 

することが難しい。テレビ番組の企画として、実際に各地 

の国境を巡り、そこで発見したことを紹介している。国に 

よってはっきり異なる文化の差や、歴史の中で分断される 

同一民族。線の両側に住んでいる人たちは、果たしてお互 

いをどう思っているのだろうか。発見と出会いを繰り返し 

ていく内に、「違うこと」と「同じこと」を実感できる一冊。 
 

『 宇宙飛行士に聞いてみた！』 

ティム ピーク ∥著  日本文芸社 538 ﾋﾟｸ   
イギリス軍のパイロットから宇宙飛行士となり、国際宇宙 

ステーションでのミッションに参加したティム・ピーク。 

彼がファンから届いた質問を一つ一つ丁寧に回答していく。 

「宇宙ではトイレはどうするの？」といった子どもならで 

はの素朴な質問から、宇宙での活動詳細まで網羅的に説明 

してくれている。質問に時系列で回答しているので、読む 

と宇宙飛行士の人生を追体験しているような感覚になる。 

是非皆さんもリアル『宇宙兄弟』の世界を体験してほしい。 

 

『 木曜日の子ども 』   

重松 清 ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 ｼｹﾞ  

７年前、世間を震撼させた「木曜日の子ども」事件。当時 

３５歳だった清水は世間並の関心しかなかったが、今は違 

う。結婚した女性に、当時の彼らと同じ年齢、中学２年生 

になる息子・晴彦がいたからだ。いきなり父親となり、晴 

彦との距離感に悩む清水。事件の舞台でもあった彼らが暮 

らす街では次第に不可解な現象が起き始める。それは新米 

親子を試すには、あまりにも非情な、新たな「事件」の幕開 

けでもあった…。親子から見える大人と子どもの関係性。そ 

こにある絆は果たして本当に確かなものなのか？その問いを 

乱暴に突き付けてくる衝撃の物語。 

 

 
 

. 
大ベストセラー待望の続編。今度の舞台は
大学病院。夏川草介『新章神様のカルテ』   
  
 

著者の作品ヒロインが垣根を超えて阿良々木
暦の元へやってくる！オールスター作品。 
西尾維新『混物語』    
   

芥川賞受賞の２作品！ 
上田 岳弘『ニムロッド』  
町屋 良平『１Ｒ１分３４秒』  

人気作品がまさかのコラボ！ 
中野 京子『怖いへんないきものの絵』  
 


