
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徐々に暖かくなってきましたね。新型コロナウイルスの影響で、せっかく晴れていても外に出られない日々が続い

ていますが、ここは全員で一致団結して早い終息を目指しましょう。 

図書館につきましても、様々な制限や予定の変更があり、利用者の皆さんにはご迷惑をおかけしておりますが、ご

理解とご協力をお願いいたします。 

 

＜特集＞~2020 年本屋大賞~ 

 4 月 7 日に本屋大賞の大賞発表が行われました。 

 去年 2019 年は『そして、バトンは渡された』（瀬尾まいこ著）、さらに前年 2018 年は『かがみの孤城』（辻村深月

著）が受賞している本屋大賞も今回で 17 回目になります。 

今月号ではそんな本屋大賞についてと受賞作品について紹介します！ 

 

 

 

 

 

 

2020 年度は以下の作品が受賞しました！（以下の本の分類記号は全て「913.6」になります。） 

 

大賞：『流浪の月』 凪良ゆう著（東京創元社）【※取り寄せ中です。入荷まで暫くお待ちください。】 

   →新しい人間関係への旅立ちが描かれた息をのむ物語です。再会すべきではなかったかもしれない男女が 

再会したとき、運命は周囲の人間を巻き込みながら疾走を始める…。 

「あなたと共にいることを、世界中の誰もが反対し、批判するはずだ。わたしを心配するからこそ、誰 

もがわたしの話に耳を傾けないだろう。それでも文、わたしはあなたのそばにいたい――。」（商品説明 

より抜粋） 

2 位：『ライオンのおやつ』小川糸著（ポプラ社）【登録番号：0070777】 

   →人生の最後に食べたいおやつはなんですか？この物語を読むと、毎日をもっと大切にしたくなります！ 

余命を告げられた雫は、残りの日々を瀬戸内の島のホスピスで過ごすことに決める。ホスピスでは毎週 

日曜日に入居者がもう一度食べたい思い出のおやつをリクエストできる「おやつの時間」があり…？ 

3 位：『線は、僕を描く』砥上裕將著（講談社）【登録番号：0070715】 

   →美しさに涙あふれる作品です。両親を交通事故で失い、喪失感の中にあった大学生の青山霜介は水墨画 

の巨匠・篠田湖山と出会う。霜介はその場で内弟子にされてしまい、戸惑うが、水墨画に魅了されてい 

く霜介は、線を描くことで次第に恢復していく――。 

 

※その他 4 位～10 位の作品は<今月の展示コーナー>にて紹介します。 

＜図書館の使い方講座＞~閲覧席編~ 

今回は予定を変更して、閲覧席の紹介をしたいと思います！（※紹介予定だった LC4 の使い方に関しては今後紹 

介します。）自分が過ごしやすい特等席を見つけてみましょう！ 

 ①ソファー席（1 階）                  ②大テーブル(１階) 

 

 

 

 

 

 

 

 ③1 階電灯・コンセント付席(1)              ④1 階電灯・コンセント付席(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤PC 正面席                       ⑥2 階席（一般閲覧席と個人席） 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑦2 階奥（兼 LC4）席                 ⑧2 階電灯・コンセント付席（階段横） 

 

 

 

 

 

 

※現在は新型コロナウイルス感染予防のため、写真よりも館内の座席数を減らしております。 

 

＜自宅でできること紹介＞ 

 新型コロナウイルスの影響で自宅からなかなか外に出られないことと思いますが、この機会を活かして様々なこと

に挑戦してみませんか？このコーナーでは、家でもできる学修法を中心に、その他にもお薦め本の紹介、自宅ででき

る運動・趣味など様々なことを紹介していきます！次回から本格的に始動しますので、お楽しみに！ 

 図書館だより Vol.2 5 月号 

そもそも、「本屋大賞」って何？ 

A.正式名称「全国書店員が選んだ いちばん！売りたい本 2020 年本屋大賞」は売り場からベストセラーを

つくる！という目的から発案された賞で、書店員だけが投票することのできる賞です。 

対象となるのは決められた期間（1 年間）に刊行された日本の小説です。 

雑誌棚の横にあるスペース

で、ゆったりくつろぎなが

ら雑誌を読むことができま

す。 

最も席数の多い閲覧席です。 

テーブルも大きいので資料や

本をのびのび広げることが出

来ます。 

②の隣にあります。 

全 6 席で、1 席ごとに電灯

とコンセントが設置され

ています。 

移動書架近くや防災関係の書架

近くにあります。全 4 席。 

③と同じ特徴がありますが、隣席

がないのでこちらの方が個人で

利用する際に集中して学習をす

ることができるようです。 

PC の正面にあります。文庫・

新書の本が周りにあるので、 

そちらを利用したい方や、

PC も利用したいという方に

便利な席です。 

館内で 2 番目に席数の多い閲

覧席です。正面は吹き抜けに

なっています。 

コンセントも使えるので、PC

利用者には便利な席です。 

壁側には仕切りで区切られた

個人席もできました。 

大きなテーブルの座席にな

ります。LC4 として使用し

ていない際には一般の閲覧

席としてご利用いただけま

す。 

個室のような空間で、集中した

い人にうってつけの席です。 

天井に付いている電灯も自由に

ご利用いただけます。 



 

＜新着図書紹介＞ 

作品名 著者名 登録番号 分類記号 

漢字と東アジア 第 8 巻 江藤茂博 0070852 121.53 

人生の教養が身につく名言集 出口治明 0070856 159.8 

新潟市の文化財 新潟市歴史博物館 0070846 214.1 

新潟開港 150 周年記念資料集 新潟市歴史博物館 0070847 214.1 

草原の制覇 古松崇志  2008759 222.05 

「ロシア的なるもの」の探究 中京大学社会科学研究所 他 0070849 302.38 

県民経済計算年報 令和元年版 内閣府経済社会総合研究所 国民経済計算部 0070832 330.591 

信長の経済戦略 大村大次郎  0070853 332.104 

世界経済の潮流 2019 年Ⅱ 内閣府 0070837 333.6 

子供が消えゆく国 藤波匠  2008762 334.31 

はじめての渋沢栄一 渋沢研究会 0070851 335.13 

いちばんやさしい SDGｓ入門 三瓶裕喜 他 0070839 335.15 

地方財政白書 令和 2 年版 総務省 0070838 349.21 

データ・リテラシーの鍛え方 田村秀  2008763 350.1 

世界の統計 2020 総務省統計局 0070834 350.9 

日本の統計 2020 総務省統計局 0070835 351 

新潟県統計年鑑 第 130 回（2019） 新潟県総務管理部統計課 0070844 351.41 

教育は何を評価してきたのか 本田由紀  2008761 372.106 

学長リーダーリップの条件 両角亜希子 0070831 377.1 

実務家教員への招待 実務家教員 COE プロジェクト 0070850 377.13 

地域と繋がる大学 神戸学院大学  2008765 377.28 

生き物の死にざま 稲垣栄洋  0070826 481.7 

工業統計表 平成 30 年 産業編 経済産業調査会 0070833 505.9 

工業統計表 平成 30 年 品目編 経済産業調査会 0070836 505.9 

簡単だけど、すごく良くなる 77 のルール デザイン力の基本 ウジ・トモコ  0070829 674.3 

まんが『火の鳥』に学ぶネガティブな世界からの羽ばたき方 手塚治虫  0070857 726.1 

ディズニー映画の世界を旅する 米谷奈津子 0070827 778.77 

e スポーツのすべてがわかる本 黒川文雄 0070830 798.5 

大岡信『折々のうた』選 短歌(二) 水原紫苑 2008760 911.1 

店長がバカすぎて 早見和真  0070828 913.6 

ムゲンの i 上 知念実希人  0070840 913.6 

ムゲンの i 下 知念実希人  0070841 913.6 

神域 上 真山仁  0070854 913.6 

神域 下 真山仁  0070855 913.6 

クスノキの番人 東野圭吾 0070858 913.6 

medium 霊媒探偵城塚翡翠 相沢沙呼 0070859 913.6 

高校事変 6 松岡圭祐  2008764 913.6 

他、4冊が新しく入りました！（『新潟県の人口移動 令和元年』『東北圏社会経済白書 2019年度』他） 

＜今月の展示コーナーの紹介＞ 

 図書館の入り口の正面に見える展示スペース(データベースのパソコンの近く)では、月ごとにテーマを決めて特集

を組んでいます。 

5 月のテーマは…『本屋大賞特集』です！ 

 特集コーナーでも紹介した「本屋大賞」の入賞作品を集めました！どんな本が入賞したのか、実際に読んでみてく

ださい！ 

順位 タイトル 著者名 出版社名 登録番号 

大賞 流浪の月 凪良ゆう 東京創元社 ※取り寄せ中 

2 位 ライオンのおやつ 小川糸 ポプラ社 0070777 

3 位 線は、僕を描く 砥上裕將 講談社 0070715 

4 位 ノースライト 横山秀夫 新潮社 0070784 

5 位 熱源 川越宗一 文藝春秋 0070700 

6 位 medium 霊媒探偵城塚翡翠 相沢沙呼 講談社 0070859 

7 位 夏物語 川上未映子 文藝春秋 ※取り寄せ中 

8 位 ムゲンの i 知念実希人 双葉社 （上巻）0070840 

（下巻）0070841 

9 位 店長がバカすぎて 早見和真 角川春樹事務所 0070828 

10 位 むかしむかしあるところに、 

死体がありました。 

青柳碧人 双葉社 0070769 

※本屋大賞受賞作品は全て分類記号が「913.6」になります。 

 

＜お知らせ＞ 

★5 月は 10 日(日)まで休館です。11 日(月)からは開館予定ですが、17 時閉館になります。 

 通常通り貸出・返却等の利用が可能です。 

新型コロナウイルスの影響で今後も開館予定が変更になる可能性もございます。 

図書館 HP のカレンダーとお知らせを随時更新しますので、ご確認ください。 

★図書館をご利用の際は入館前・入館後に手洗いを行うようお願いします。また、マスクの 

着用が必須となります。 

★新型コロナウイルス対策により、閲覧席の座席数を減らしております。他の利用者と十分 

に間隔を空けてご利用ください。 

★インターネット上で論文等を読むことのできる Web サイト（CiNii や 3・4 月号で紹介し 

た国立国会図書館 HP 等）があります。そちらを活用することで、自宅でも学修を進める 

ことができるかと思います。この機会に、ぜひ活用してみてください！ 

 また、詳しい使い方は 6 月号＜自宅でできること紹介＞に掲載予定です。 

発行：長岡大学図書館 
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100～199 
哲学・宗教 

（心理・道徳・ 
物の考え方・ 
生き方） 

200～299 
歴史・地理・伝記 
（人々が行って 
きたこと・ 
地域の様子） 

300～399 
社会科学 

（政治・経済・ 
法律・社会の 
仕組み・伝説） 

400～499 
自然科学 

（数学・科学・ 
生物学） 

500～599 
技術・工学 

（機械・環境・ 
乗り物・家庭） 

700～799 
芸術 

（音楽・図画・ 

スポーツ・演劇） 

900～999 
文学 

（詩・短歌・ 
俳句・物語） 

600～699 
産業 

（農林水産省・ 
商業・交通） 

長岡大学図書館 HP 

はこちらから！ 


