
 

 

 

 

 

 

 

 

ついに夏休みが終わり、後期の授業が始まります！皆さんは夏休みをどのように過ごしたのでしょうか？ 

暑い夏もピークを過ぎ、随分と過ごしやすくなってきました。スポーツの秋という言葉もあることですし、運動を 

始めてみるのにちょうど良い季節かもしれません。夏の疲れを取るために体を労わってみるのもいいかも？運動や 

健康が気になっている方はぜひ今月の展示コーナーをご利用ください！ 

 

＜特集＞～前期人気図書の紹介～ 

 いよいよ後期突入！しかし、今回は前期を振り返ってみたいと思います。 

今年度前期（4 月～8 月頭）に貸出が多かった人気の本をランキング形式で紹介します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

『52 ヘルツのくじらたち』 

→2021 年本屋大賞で大賞に輝いた作品です！引き込まれる世界観と予想外の展開にドキドキハラハラする内容と 

 なっています。現在社会問題となっている事柄にも触れているので、考えさせられる部分もあります。 

★あらすじ：自分の人生を家族に搾取されてきた女性・貴瑚と、母に虐待され「ムシ」と呼ばれていた少年。孤 

 独ゆえ愛を欲し、裏切られてきた彼らが出会い、新たな魂の物語が生まれる―。 

 

『そして、バトンは渡された』 

 →2019 年本屋大賞受賞作！未だ根強い人気のある作品です。10 月に映画化も控えているので今のうちにぜひチェ 

ックしてみてください！（映画出演：永野芽郁、田中圭、石原さとみ 他） 

 ★あらすじ：幼い頃に母親を亡くし、父とも海外赴任を機に別れ、継母を選んだ優子。その後も大人の都合に振り 

回され、高校生となった今、二十歳しか離れていない“父”と暮らしていた。血の繋がらない親の間をリレーされ 

ながら出逢う家族皆に愛情をいっぱい注がれてきた彼女自身が伴侶を持つとき―？ 

 

『お探し物は図書室まで』 

 → 2021 年本屋大賞で 2 位入賞を果たした作品です。読むと明日への活力が満ちていく内容となっています！ 

 ★あらすじ：お探し物は、本？仕事？それとも人生ですか？ 人生に悩む人々が、ふとしたきっかけで訪れた小さ 

な図書室。彼らの背中を、不愛想だけど聞き上手な司書さんが、思いもよらない本のセレクトと可愛い付録で、

後押しします！ 

＜図書館の使い方講座＞~各コーナー編~ 

 図書館内には、様々なコーナーがあります。そこで、今回はいくつかのコーナーをまとめてみました！ 

 

館内に入って最初に目につく正面の本棚。この本棚にはいく 

つかのコーナーがあります。現在は左上から順に、 

①新着図書（特に上の 2 段は最新。おすすめ紹介ポスター付き！） 

②東洋経済臨時増刊号（「会社財務カルテ」など） 

③話題の小説（作家別に並んでいます！） 

④「マンガ 日本の歴史」シリーズ 

⑤資格図書（検定・試験に関する本） 

⑥入門書（比較的わかりやすく説明されている本） 

⑦教員指定参考資料（先生方のオススメ！） 

のコーナーとなっています。 

 

話題の小説コーナーには有名な作家の作品が並んでいます。現在取り上げている作家は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

入門書コーナーには、経済学、経営学、ミクロ経済学、マクロ経済学に関する本を取り揃えています！「試験勉強で問題

集を解く前に基礎から学びたい。」、「講義で聞いた内容だけど、その時はあまり理解できなかったから改めて学びたい。」等

の場合に役立つ本が並んでいます。 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

他には、就活応援図書コーナー（左の画像）や今月の展示コーナー（右の画像）もあります！どちらもカウンター正

面のデータベース付近にあります。 

展示コーナーは毎月展示内容を変更しています。どんな展示になるかお楽しみに！ 

（展示コーナーの棚の中の本も貸出可能です！ご自由にお取りください。） 

 

 この他にも様々なコーナーが図書館にはあります。ぜひ自分の目で確かめてみてください！ 

 ちなみに、資格図書コーナーに関しては次回号の特集コーナーで詳しく紹介する予定です。 

 図書館だより 9 月号 2021 年度 

Vol.6 

朝井リョウ 有川浩 池井戸潤 伊坂幸太郎 伊吹有喜 今村夏子 宇佐見りん 小川糸 恩田陸 垣谷美雨 

加藤シゲアキ 川村元気 住野よる 瀬尾まいこ 高山羽根子 知念実希人 辻村深月 凪良ゆう 西加奈子 

東野圭吾 百田尚樹 平野啓一郎 深緑野分 町田そのこ 真山仁 三浦しをん 湊かなえ 村上春樹 

森見登美彦 柚木麻子 

③ 

展示コーナーの隣の 

家型本棚でも別の 

テーマによる展示を 

行っています。 

そちらもぜひご活用 

ください！ 

 

 

 

 

1位：『52 ヘルツのくじらたち』 

町田そのこ著 

【登録番号：0071480、分類記号：913.6】 

2位（同率）：『お探し物は図書室まで』 

  青山美智子著 

  【登録番号：0071482、分類記号：913.6】 

2位（同率）： 

『そして、バトンは 

渡された』 

瀬尾まいこ著 

【登録番号：0069743、 

分類記号：913.6】 

① 

② 
④ 

⑤ 

⑥ 
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＜新着図書紹介＞ 

作品名 著者名 登録番号 分類記号 

図解 学問のすすめ カラリと晴れた生き方をしよう  齋藤孝  0071656 002 

勉強する気はなぜ起こらないのか 外山美樹  2009046 141.72 

「すぐやる人」と「やれない人」の習慣 塚本亮  0071620 159 

人生ドラクエ化マニュアル JUNZO  0071642 159 

ネルソン・マンデラ 分断を超える現実主義者 堀内隆行  2009036 289.3 

Numbers don't lie 世界のリアルは「数字」でつかめ！ バーツラフ・シュミル 0071649 304 

非正規公務員のリアル 上林陽治  0071623 318.3 

お金で騙す人 お金に騙される人 ベン・カールソン  0071647 326.83 

コロナショックの経済学 宮川努  0071630 332.107 

脱 GHQ 史観の経済学 田中秀臣  2009049 332.107 

勤勉革命 資本主義を生んだ 17 世紀の消費行動 ヤン・ド・フリース 0071634 332.3 

DX の思考法 西山圭太  0071624 336.1 

ドイツ人はなぜ、毎日出社しなくても世界一成果を出

せるのか 
熊谷徹  2009038 336.4 

タックス・ヘイヴンの経済学 中村雅秀  0071646 345.1 

実力も運のうち 能力主義は正義か?  マイケル・サンデル 0071648 361.8 

王様からの求人票 天職攻略大図鑑  JUNZO  0071628 366.29 

成功する人ほどよく寝ている 前野博之 2009039 498.36 

超ストレス解消法 鈴木祐 0071622 498.39 

リカーリング・シフト 製造業のビジネスモデル変革  青嶋稔 0071627 509.5 

蔵を継ぐ 日本酒業界を牽引する 5 人の若き造り手たち 山内聖子 2009044 588.52 

観光再生 サステナブルな地域をつくる 28 のキーワード 村山慶輔  0071625 689 

Banksy ジョン・ブランドラー 他 0071652 723.33 

「超」英語独学法 野口悠紀雄  2009045 830.7 

彼岸花が咲く島 李琴峰  0071619 913.6 

星落ちて、なお 澤田瞳子 0071621 913.6 

氷柱の声 くどうれいん  0071644 913.6 

貝に続く場所にて 石沢麻依 0071645 913.6 

テスカトリポカ 佐藤究  0071651 913.6 

あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 汐見夏衛  2009032 913.6 

キネマの神様 原田マハ 2009041 913.6 

孤狼の血 柚月裕子  2009042 913.6 

君を愛したひとりの僕へ 乙野四方字 2009050 913.6 

教室が、ひとりになるまで 浅倉秋成  2009052 913.6 

太陽の塔 森見登美彦  2009053 913.6 

上記以外にも白書を含めた 29冊が新しく入りました！  

新着図書コーナーや 2階学生ホールの掲示板、HP（長岡大学図書館ブクログ）をご確認ください！  

＜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。 

9 月のテーマは…『スポーツ・健康特集』です！ 

 食事や睡眠、運動不足など健康面で気になることがある方や、新しくスポーツ等を始めたい方、サークル活動等に

役立つ本をお探しの方、家でできる簡単な筋トレやストレッチを知りたい方などにオススメの本を展示しています。 

健康チェック表も展示しておりますので、ぜひご利用ください！ 

タイトル 著者名 登録番号 分類記号 

超筋トレが最強のソリューションである 久保孝史 0070272 159 

健康常識にダマされるな！ 井上健二 2006615 498.3 

「昨日の疲れ」が抜けなくなったら読む本 西多昌規 0067056 498.3 

ハーバード医学教授が教える健康の正解 サンジブ・チョプラ 他 0069935 498.3 

ミドリ薬品漢方堂のまいにち漢方 櫻井大典 0070269 498.3 

スタンフォード式最高の睡眠 西野精治 0070706 498.36 

快適睡眠のすすめ 堀忠雄 2003715 498.36 

寝かせ玄米生活 荻野芳隆 0070369 498.583 

はじめてのやせ筋トレ とがわ愛 0070177 595.6 

大人も知らない!?スポーツの実は…   0071313 780 

オリンピック競技おもしろ大全 雑学総研 0071234 780.69 

なんてこった!ざんねんなオリンピック物語 ウラケン・ボルボックス 0071280 780.69 

なぁさんの 1 分極伸びストレッチ なぁさん 0070689 781.4 

トランジションバスケットボール   0070267 783.1 

バレーボール基本テク＆練習法 大山加奈 0070265 783.2 

ドリブルデザイン 日本サッカーを変える

「99％抜けるドリブル理論」 
岡部将和 0070264 783.47 

ラグビー日本代表を変えた「心の鍛え方」 荒木香織 2007824 783.48 

ソフトボールの戦い方 福田五志 0070268 783.78 

   他 4 冊          

 

＜お知らせ＞ 

★ 9 月の開館時間・休館日は以下の通りになります。また、通常通り土曜・日曜は休館日です 

 7 日(火)、8 日(水)、10 日(金)、20 日(月・祝) → 休館 

  9 日(木) → 13：00～14：30 のみ休館 

 23 日(木・祝) →  9：00～17：00 開館 

※21 日(火)からは開館時間を 9：00～18：00 に変更致します。（それ以前は 17 時閉館） 

★今後、1 階閲覧席の一部をリニューアル予定です。どのように変わるのか、お楽しみに！ 

発行：長岡大学図書館 

長岡大学図書館 HP 


