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三年ぶりに古本市を開催しました！

これまで開催した古本
市はいつも休日だったの
で︑開店時間には一般の
お客様が来場されること
が多かったのですが︑今
年は土曜日のみというこ
とが影響したのか︑午前

作業ができました︒
文化祭準備期間に入っ
てからは︑パネル運び及
び設営に一日︑本並べお
よび開店準備に三日かけ
ました︒回収した中には
古い本や全集などもあっ
たため︑空き箱の段ボー
ルを利用した展示をしま
した︒

仕事の引継ぎが順調に
行かず︑全体でマニュア
ルの存在を確認していれ
ば起きなかったミスも多々
発生している︒本の売上

売上集計や売り方について

よりも午後の売上が非常
に伸びています︒なお︑
開店直後は甲南生が殺到
して非常に混雑しました︒
閉店間近となった一四
時以降は︑特に混雑し売
上が上がりました︒

古本市は︑二年に一度のペースで開催しており︑その開催年は二〇一七年
の予定でした︒しかしながら二〇一七年は本の回収が少なかったため︑翌年
の二〇一八年に見送り︑開催しました︒二〇一八年に開催できたのは︑古本
の回収にご協力いただいた皆さまのおかげです︒本当にどうもありがとうご
ざいました︒
＊ ＊ ＊
古本市を開催するときは︑例年文化祭の二日目のみに行うのですが︑昨年
は文化祭自体が台風の影響で一日のみの開催となったために︑古本市も急遽
︵きゅうきょ︶︑繰り上げて開催することとなりました︒そのため︑いくつ
かのトラブルには見舞われましたが︑何とか開催することができました︒そ
のドタバタな様子や︑売上状況︑売上金の使途などを報告いたします︒︒

回収は二〇一七年の反
省もあり︑授業参観や保
護者会の時期に合わせて
回収できるように︑早め
に案内を出しました︒
その結果︑二〇一七年
の回収が五二三冊だった
のに対し︑二〇一八年は
一一九四冊も集まり︑無
事に古本市を開催するこ
とができました︒
準備に関しては︑回収
後︑何回かに分けて︑分
野別に箱詰めする作業を
行いました︒そのため古
本市で実際に本を並べる
まで︑箱を開ける必要が
無かったため︑効率よく

冊数の集計と実際の売上
金が一致しないなどであ
る︒特に開店直後の九時
と五〇円セールを行った
一四時に集計漏れが多い︒
次回の開催時には開店を
文化祭開始同時刻にせず
に三〇分ほど遅れて開店
させ︑開店までに一度全
体でのミーティングを行っ
ておくべきだ︒閉店も文
化祭終了と同時ではなく
少し早めるべきだ︒点呼
などの関係で文化祭開始
時刻と終了時刻に集合す
るのは困難であるからだ︒
価格については特殊な
場合︑今回は﹁要相談﹂
と書いたものが多かった
が︑﹃ミッションインポッ
シブル﹄のシーズン３と
シーズン５以外は意味が
なかった︒要相談と書か

れた本はあまり売れ
行きが良くない傾向
にあり︑相談可の本
で実際に相談を持ち
掛けられたことは数
えるほどしかなかっ
た︒したがって︑要
相談や相談可を廃止
し︑値札には価格の
みを記載するべきで
ある︒
また︑よく見受け
られたのが現金での
支払いを希望するお
客様が多くおられたこと
だ︒店頭での口頭での注
意喚起と店舗前のポスター
のみでは周知しきれてい
なかった︒文化祭のパン
フレットに記載していた
が︑パンフレットに記載
されていないという声が
多々あった︒もう少し大
きく書くべきだろう︒
取り置きのサービスは
今後も実行すべきである︒
取り置きを行っているこ
とを伝えると︑金券を買
いに行かれて戻ってこら
れる方が多く売り上げアッ
プに繋がったと考える︒

撤収作業について

撤収作業は少し早い段
階で作業に取り掛かって
いたので十六時半頃まで

(残った本は次回の古本市に持ち越します※）
※あまりにも汚損がひどいものを除く

古本市当日の販売冊数：４４７冊
総売上：38,950円

灘 甲 戦 読 書 会

に作業が完了していた︒
セット本や実用書は終了
三〇分前から撤収を開始
しても売り上げに大きな
影響はなかったとみられ
る︒

提供していただいた本：１７１７冊

は一向に進むことなくまたしても一人
の患者がバチ
スタ手術の最
中に意識不明
の重体になっ
てしまう︒

となり︑バチスタ手術の関係者一人ひ
とりに話をきいてまわる︒しかし調査

態が起きてしまった︒そんな中︑神経
内科医の田口は院長の高階に命ぜられ
原因究明のための内部調査を行うこと

東城大学医学部付属病院では︑心臓
移植に変わるバチスタ手術の専門チー
ム﹁チーム・バチスタ﹂を作り︑全て
の手術において成功を収めていたが︑
三件連続で原因不明の術中死という事

﹃チーム・バチスタの栄光﹄
海堂 尊
宝島社文庫
ｙ( ／かい︶

⇒シャンティ国際ボランティア会からの感謝状

漫画：405冊、洋書：56冊

展示について

古本市収益金(38,950円)のうち、１万円を公益社団法人 シャン
ティ国際ボランティア会の「アジア子ども募金」へ寄付し、14,89
2円（71冊分）を古本にて学年文庫用図書として購入しました。残
金14,058円は今年の図書委員でまた選書に出かけ、学年文庫用図
書を購入する予定です。

本の配置は背が上に来
る向きで陳列し二列で配
置︑絵本は子どもの目線
に合わせた陳列でよかっ
た︒

内訳 小説：572冊、児童書：174冊、実用書：510冊
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二〇一八年六月十七日 日
( ︑
)灘と甲南で毎
年行われている親睦試合︑灘甲戦は︑灘で行
われました︒両校の運動部が熱戦を繰り広げ
ている間に︑甲南図書委員と灘図書委員との
間で読書会を行いました︒課題本は︑海堂尊
の﹃チームバチスタの栄光﹄です︒

高二 北村 拓豊 感じたこととの違いを知
ることができたからです︒
また今回の読書会で灘
と甲南の先輩方が事前に
いろいろな下調べをして
きて様々な︑作品の小ネ
タや豆知識を話し合って
いたのがすごいなと感じ
ました︒次回の読書会は
自分も事前準備をして臨
みたいと思います ︒

ぼくがこの灘甲
戦読書会に参加す
るのは︑二回目で
した︒一回目は中
学一年生の時で︑
その時は緊張してあまり
自分の意見が言えなかっ
たのですが︑今回の読書
会では︑様々な意見等を︑
議論することができまし
た︒
読書会でとて
も印象に残って
いることは︑参
加者一人一人の
好き・嫌いな登
場人物を理由を
挙げて発表した
ことです︒なぜ
印象に残ってい
るかというと一
人一人の好き・
嫌いな理由を︑
他人が自分と同
じ本を読んでど
のように感じた
か︑また自分の

店頭選書

突然ですが︑みなさん
日本語正しく使えてます
か？正しく使えていると
思っていてもいざ考え直
してみたら間違えてるか
も︒この本では正しい日

高一 櫻井 音羽依

清水由美著
中公文庫

﹃
日本語びいき﹄

的恐怖﹂がテーマの小説
です︒おどろおどろしい
内容ですが読めば読むほ
どこの世界に引き込まれ
ます︒続編も入っている
のでぜひ図書館 に借りに
きてください︒

二〇一八年十二月十九
日 水( に)ジュンク堂三ノ
宮センター街店で店頭選
書を行いました︒また︑
三月十二日 火( 古)本市の
売り上げでＢＯＯＫ ＯＦＦ西宮北口店にて学年
文庫へ追加する本︑６４冊 １(３３１２円 を)購入
しました︒

﹃
クトゥルー
の呼び声﹄

高三 伴 一志

星海社ＦＩＣＴＩＯＮＳ

Ｈ・Ｐラ ヴクラフト著

（ｙ／ラブ／１）

﹁クトゥルー神話﹂と
いう言葉を聞いたことは
ありますか？クトゥルー
神話とは Ｈ・Ｐラ ヴク
ラフト氏が創り上げた創
作神話のことです︒彼の
死後も彼に感銘を受けた
人々が続編を書いていま
す︒もしかしたらゲーム
などで聞いたことがある
かもしれません︒恐ろし
い怪異と宇宙まで広がる
世界観が織りなす﹁宇宙

本語やその使い方が書か
れています︒
面白い挿絵なんかも入っ
ていて大変読みやすいで
す︒間違えたかもと思っ
た方や︑もう一度正 しい
日本語を確認しておきた
い方︑ぜひ読んでみてく
ださい︒

﹃外国人が見た
日本﹄

内田宋治著
中公文庫

高三 伊藤 大晴

（６８９／２１／ウ）

この国に海の外の国に
対する観光︵おもてなし︶
という概念が生まれたの
は歴史的に見てごく最近
なのである︒当書籍には
観光という概念が明治に
形成されてから現在に至
るまでの時代に鋭くメス
を入れている︒慧眼な洞
察力と豊富な資料を基に
外国人がこの国をどう見
ていたのか︒また我々は
彼らを迎えるうえで必要

不可欠なおもてなしをど
のように実行したのか︒
加えて彼らをどのように
捉え︑今はどうなのかが
詳しく記述されている︒
この書籍は国際社会に
追いつこうともがいてい
る日本の中でこれからを
どう生きるのかちょっと
したアドバイスを我々に
与えてくれるモノとして
私は皆に紹介する︒

一五〇年前の
﹃
ＩＴ革命
岩倉使節団の
ニュ
ーメディア体験﹄

松田裕之著

高二 北村拓豊
この本は︑幕府が倒さ
れ︑新政府が開いた間も
ないころ︑アメリカ︑フ
ランス︑イギリス等に派
遣された﹃日本国使節団﹄
について書かれています
す︒使節団のメンバーが
西洋文化に衝撃を受けて
いるところが面白かった

（６４９／２／マ）

遼太郎による全十冊の長
編小説です︒読みごたえ
がありストーリーも面白
いので歴史が好きな方は
是非図書館に借りに来て
ください︒

これらの本以外にも樋
口満著の﹃体力の正体は
筋肉﹄ ４(９１／３６３
／ヒ︶や伊藤羊一著の
﹃１分で話せ 世界のトッ
プが絶賛した大事なこと
だけシンプルに伝える技
術﹄ ３(３６／４９／イ )
など様々なおすすめの本
を入れました︒
僕たちが選んだ本に少
しでも興味がわいた方は
是非図書館に足を運んで
みて下さい︒沢山の素敵
な本があなたを待ってい
るかもしれません︒

ジュンク堂での選書

です︒
とても面白く︑また日
本の通信行政の起源がわ
かる本です！ 興味があ
る方は図書館にあります
ので是非読んでみて下さ
い︒

﹃
翔ぶが如く﹄

司馬遼太郎著

高三 伴 一志

明治維新から数十年間
の激動の時代︒その時代
を生きた一人一人にスポッ
トライトを当てている︒
彼らの思想や友情︑葛藤
を見事に書き上げた司馬

（ｙ／しば／１）

ＢＯＯＫ ＯＦＦでの選書

（８１０．４／Ｓ）
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私は小さいころから︑
国語が苦手でした︒本を
読む習慣がなく育ったの
でそうなったのかも知れ
ませんが︑受験でも国語
がネックでなかなかうま
く行きませんでした︒な
んせ︑登場人物が複数出
てくると訳がわからなく
なります︒社会人となり
仕事をしている中で︑今
更ですが読書の重要性を
感じ︑少しずつ読んでい
くようになりました︒こ
んな私ですから︑読む本
は読みやすい簡単なもの
で︑今回ご紹介するのも
そういった読みやすい文
章の本です︒普段読書し
ない人にも入っていきや
すいものが多いかも知れ
ませんね︒
まずは自分のバイブル
としている本ですが︑藤
原正彦著の﹃国家の品格﹄
です︒藤原正彦は数学者
ですが︑数学者の立場か
ら︑国家がそしてその個々
のあるべき姿を表した名
著だと思います︒正論だ
けでは人類は破滅する︑

なるほどです︒最近出さ
れたこの続編的な﹃国家
と教養﹄︵００２／Ｆ︶
も併せて読んで貰えたら
と思います︒
私は伊丹という町に生
まれ育ちましたが︑少し
歩けば尼崎というところ
です︒そんなことで地元
出身のダウンタウンが売
れ始めたころからずっと
好きです︒その松本人志
が書いた﹃遺書﹄︵ｙ／
まつ︶は︑松本の考え方
が随所に表れた作品で面
白いです︒すべて正しい
とは思いませんが︑考え
方として参考になります︒
その松本人志の番組に
百田尚樹が出演していた
ことがあり︑そこで初め
て百田尚樹を知りました︒
︵遅すぎー！︶言わずと
知れたベストセラー作家
です︒彼の本を手にとっ
て読んでみたところ︑な
んせ読みやすく面白いの
です︒彼の代表作はご存
知﹃永遠の０﹄︵ｙ／ひ
や︶︒第二次大戦中︑ゼ
ロ戦操縦の匠である青年

数学科 塚本 圭右 先生

私のおすすめの本
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学は暗記だ︵数学教師が
﹃国家の品格﹄
こんなこと言っては世話
藤原正彦著
がないですが︶とか︑あ
新潮新書
る意味︑的を射ているこ
︵３０２／１／フ︶ とがたくさん書いていま
す︒︵そうでないことも
多々ありますが︶和田秀
樹は︑勉強法の本を幾多
も出していますので︑受
の苦悩を描いた︑命の尊 験生は書店などで見てみ
さを問う名作です︒彼の て下さい︒
作品は物語だけでなく随
私が一番大好きな本を
筆も数多く出されており︑ 二作紹介します︒考えさ
面白いです︒私はしゃべ せられて︑泣いてしまう
るのが苦手で︑教師とし のは︑三浦綾子の﹃塩狩
て向いていないと思うと 峠﹄︵ｙ／みう︶です︒
きがあります︒機知に富 ﹃氷点﹄︵ｙ／みう︶な
んだ話ができる国語科Ｗ どに並んで︑三浦綾子の
先生や社会科Ｙ先生のよ 代表作です︒暴走した列
うに︑話術に長けた教員 車を止めるために自らレー
に少しでもなりたいと思 ルに飛び込んでブレーキ
い︑今︑この百田尚樹著 となり︑大勢の乗客の命
の﹃雑談力﹄︵８０９． を救った人の実話をもと
２／Ｈ︶を読んでいます︒ にして作られた話です︒
これも︑面白いネタが紹 自分の命を投げ出して他
介されており軽く読めて 人を助けることができる
面白いです︒
か︒決して真似できない
さて︑フロントランナー ですし︑真似をする必要
一期生の学年にいますの もないと思いますが︑そ
で︑受験勉強に向けて紹 ういう人生を選択した彼
介するのは和田秀樹の
をどう考えるか︑非常に
﹃受験は要領﹄です︒た 考えさせられる作品です︒
だ時間を費やすだけでは そして︑鉄道ミステリー
受験には合格しない︑合 の第一人者の西村京太郎
格は勉強量はもちろんで の﹃四つの終止符﹄です︒
すが︑その要領によると 小さいころ鉄道マニアで
ころが大きい︒例えば数 あったことから︑西村京

編集後記

﹃四つの終止符﹄
太郎の本を読み出しまし
た︒この﹃四つの終止符﹄
西村京太郎著
は鉄道ミステリーではあ
講談社文庫
りませんが︑非常に面白
︵ｙ／にし︶
かったので紹介します︒
耳の聞こえない青年が︑
殺人という無実の罪を着
せられる︒真犯人はいっ
たい誰だ︒ヒューマニズ
ムに裏打ちされた秀作で
す︒かなり古く昭和を感 いですが︑やはり紙でで
じる作品ですが︑推理小 きた本が一番です︒私も
説でもありながらいろい この本を読んでから紙の
ろ考えさせられます︒
本を持ち歩くようになり
最後に︑佐々涼子著の ました︒
﹃紙をつなげ！彼らが本
支離滅裂な紹介でした
を造っている﹄︵５８５ が︑自分に合うだろうな
／Ｓ︶をお勧めします︒ と思う作品があれば︑ぜ
この本は︑東日本大震災 ひ手にとって欲しいと思
で壊滅的被害があった日 います︒
本製紙石巻工場が︑苦し
い中︑見事に復旧を遂げ
る話です︒本の紙は︑た
だ単なる紙ではなく︑製
造に携わっている方の思
今回の発行は予定より
い︑情熱がいっぱい詰まっ 大幅に遅れてしまい申し
ています︒電子書籍もい 訳ありませんでした︒な
れない編集は大変でなか
なか厳しい戦いでした︒
ですがこの読書三昧の編
集という大役を任された
というのはとてもうれし
いことでなんとしてでも
﹃受験は要領﹄
完成させようという一心
和田秀樹著
で編集を終わらせました︒
ＰＨＰ文庫
これからも図書館をよろ
しくお願いします︒

︵学年文庫所蔵︶

