
 

 

 

 

 

 

 

新年あけましておめでとうございます。 

 皆さんにとって過ごしやすい場所になるよう、今年も努力していきたいと思います。 

もし、図書館に関して「こうなったらいいな」ということがございましたら、お気軽に 

お声掛けください。今年もよろしくお願いします！ 

 

＜特集＞～長岡大学図書館内、人気作家ランキング～ 

皆さんは人気の作家と聞いて誰を思い浮かべますか？また、好きな作家はいますか？ 

 当館では誰の作品がよく貸出されているのかを調べてみました！（※2021 年 4 月～12 月中旬の結果です。） 

 

 

 

 

 

 

  去年のランキング結果 

 

 

1 位の東野圭吾作品は大人気で、2019 年度、2020 年度に続いてまたも 1 位でした！根強い人気があります。 

 今回は 2 番目に人気だった瀬尾まいこさんの人気作を紹介したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 瀬尾まいこの作品は家族や青春をテーマにしたものが多く、読むとあたたかい気持ちになれたり、前向きな気持ち

になれたりするようなものが多いです。時には少し切ない展開もあり、共感できる部分もあるかもしれません。 

 また、『幸福な食卓』、『僕らのごはんは明日で待ってる』、『天国はまだ遠く』もこれまでに映画化されています。 

 ぜひ一度、瀬尾まいこ作品に触れてみてください！ 

＜図書館の使い方講座＞~雑誌編~ 

 長岡大学では様々な雑誌を取り揃えています。実際にはどんなものが揃っているのか、 

また利用の仕方はどうしたらいいかということを紹介したいと思います！ 

 

 雑誌は経済・経営に関する学修に役立つ雑誌から、日常生活に役立つもの、エンタメ 

関連のものなど楽しめる雑誌まで幅広く取り揃えています。 

現在はこれらの雑誌があります！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この他にも沢山ございます。 

 雑誌は自由にお読みいただくことができます。雑誌コーナーには最新号以外にも何号分かバックナンバーも保管し

てありますのでご活用ください！さらに古いものは、書庫で保管しています。ご利用になる場合はカウンターまでお

申し付けください。 

 また、雑誌内の一部分を印刷することができます。印刷の際はカウンター横に設置されている「文献複写申込書」

をご記入の上、カウンターにご提出ください。 

   雑誌は館外持ち出し禁止です。貸出はできませんので、ご了承ください。 

タイトル ジャンル・テーマ 

Tarzan 健康・運動・筋トレなど 

Sports Graphic Number スポーツ 

Cut 音楽・映画・ファッションなど 

Newsweek（日本版） 政治・社会情勢など 

日経ビジネス ビジネス（経済・経営） 

日経パソコン パソコン 

日経サイエンス 自然科学 

月刊コンビニ 経営（コンビニ産業） 

週刊エコノミスト 経済 

週刊ダイヤモンド 経済 

週刊東洋経済 経済 

一橋ビジネスレビュー ビジネス（経営） 

農業と経済 農業・農村・農政問題 

月刊福祉 福祉 

企業診断 企業診断・経営コンサルティング実務 

近代中小企業 ビジネス（中小企業） 

販売革新 経営（チェーンストア） 

選択 「三万人のための情報誌」（総合誌） 

企業会計 会計 

思想 哲学・人文・社会科学 

ダヴィンチ 本（新刊・話題の本・コミック）など 

ソトコト カルチャー（ソーシャル・エコなど） 

Komachi ライフスタイル（新潟の情報） 

日経エンタテインメント エンタメ（音楽・テレビ･映画・ゲームなど） 

日経WOMAN 「働く女性のための情報誌」 
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※この裏側にも雑誌があるよ！ 

場所は、入口を入って左手！ 

階段横の本棚 2つです。 

1位：東野圭吾（人気作：『容疑者 Xの献身』、『透明な螺旋』、『沈黙のパレード』） 

2位：瀬尾まいこ 

3位：朝井リョウ（人気作：『桐島、部活やめるってよ』、『時をかけるゆとり』） 

4位：町田そのこ（人気作：『52ヘルツのクジラたち』、『コンビニ兄弟』） 

5位：川村元気（人気作：『世界から猫が消えたなら』、『百花』、『億男』） 

 

本屋大賞 2021

受賞作家の 

町田そのこが 

新たにランクイ

ン！ 

『そして、バトンは渡された』 

今年、永野芽郁、田中圭、石原さとみらが出演

し、話題となった映画の原作本です。2019年本

屋大賞では大賞に選ばれました。 

血の繋がらない親の間をリレーされ、4回も名字

が変わった主人公はどの親も愛し、愛されてい

た。そんな 17歳の女の子の優しい物語。 

月に一度の PMSでイライラが抑えられない美紗

は、転職してきたばかりの山添に当たってしま

う。山添は、パニック障害で気力を失ってい

た。しかし、2人は自分の病気は治せなくても、

相手を助けることはできるのではないかとそれ

ぞれ考えるようになり――。 

 

『夜明けのすべて』 

1位東野圭吾 2位吾峠呼世晴・矢島綾 3位湊かなえ 4位住野よる、青柳碧人、村上春樹（3人同率） 



＜新着図書紹介＞ 

作品名 著者名 登録番号 分類記号 

仮説のつくりかた 多様なデータから新たな発想をつかめ 石川博 0071818 007.609 

100 万回死んだねこ 福井県立図書館 0071817 015.2 

遅読家のための読書術 印南敦史 2009120 019.12 

江戸の学びと思想家たち 辻本雅史 2009113 121.5 

観察力の鍛え方 佐渡島庸平 2009122 141.5 

1 分で心が震えるプロの言葉 100 上阪徹 0071806 159.8 

流れが見えてくる日本史図鑑 かみゆ歴史編集部 0071814 210.1 

シルクロードとローマ帝国の興亡 井上文則 2009116 232.8 

第三の支柱 コミュニティ再生の経済学 ラグラム・ラジャン 0071803 330.4 

ナラティブ経済学 ロバート・J・シラー 0071810 331.04 

会社がなくなる！ 丹羽宇一郎 2009124 335.04 

ビジネス文書書き方＆マナー大事典   0071811 336.55 

デジタルマネー戦争 房広治 2009121 338 

地域金融の経済学 小倉義明 0071808 338.6 

フェイクニュースの生態系 藤代裕之 0071804 361.45 

視覚化する味覚 食を彩る資本主義 久野愛 2009112 362.06 

働くことの人類学 松村圭一郎 0071816 366.04 

コロナ貧困 藤田孝典 0071809 368.2 

宇宙を解く唯一の科学 熱力学 ポール・セン 0071798 426.5 

地球の未来のため僕が決断したこと ビル・ゲイツ 0071820 451.85 

インド洋 日本の気候を支配する謎の大海 蒲生俊敬 2009125 452.24 

脱！SNS のトラブル 増補版 佐藤佳弘 0071801 547.4833 

ロボットと人間 人とは何か 石黒浩 2009111 548.3 

Disney おうちでごはん 講談社 0071815 596 

猫が 30 歳まで生きる日 宮崎徹 0071797 649.2 

そのまま使える！ ビジネスメール文例大全   0071800 670.91 

「ボヘミアン・ラプソディ」の謎を解く 菅原裕子 2009114 764.7 

経済学者が語るスポーツの力 佐々木勝 0071796 780 

6 つの力を養い、理想の働き方をかなえるトレーニング 吉田輝幸 0071794 780.7 

話力 1 日 10 分集中講義 日本話し方協会 0071799 809.2 

世界最高の話し方 岡本純子 0071807 809.2 

公式 TOEIC listening & reading 問題集 8 ETS 0071813 830.79 

星を掬う 町田そのこ 0071802 913.6 

三千円の使いかた 原田ひ香 2009119 913.6 

辞表 高杉良傑作短編集 高杉良 2009127 913.6 

他、40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。 

1 月のテーマは…『新春福袋展示』です！ 

展示コーナーに福袋が置かれており、袋の中には 2、3 冊の本が入っています。 

中身の本は袋に貼られているポップに記載されたテーマにそったものです。 

何の本が入っているかはお楽しみ。好きなテーマを選んで借りてみてください！ 

 

＜テーマ一覧＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お知らせ＞ 

★ 1 月の開館時間は以下の通りです。変更があった場合にはポスターや HP でお知らせします。 

 ３日(土)、14 日(金)   休館 

 10 日(月)、13 日(木) 

17 日(月)～21 日(金)   9：00～17：00 

31 日(月)   

 ※その他の日は開館時間が 9：00～18：00 となります。 

 ※土・日曜日は休館日です。 

 ※2 月、3 月の開館時間は 9：00～17：00 となる予定です。1 月下旬頃改めてポスターや HP 等でお知らせします。 

発行：長岡大学図書館 

・「経営者」に関する本      ・日本史を学ぶことが好きな君へ    ・アウトドア関連の本 

・“ディズニー好き”さんへ    ・食べることが好きなあなたへ    ・いろいろな飲み物の本 

・写真を撮ることについての本  ・ニッポンを知ろう！           ・充実した生活を送るお手伝い！ 

・旅行・観光についての本    ・SNSを活用しよう！       ・何かを作ることが好きな人へ        

・お金に関する本        ・ゲームが好きな方へ        ・音楽に関係する本               

・鉄道に興味がある人へ     ・動物が好きな人へ                 ・最後には心がじんわり温かくなる本 

・借りたい福袋を選んだら、袋から出さずに、袋ごとカウンターまでお持ちください。 

貸出の方法は他の本を借りる時と同じです。 

・1度に借りることのできる福袋は 1袋までです。 

他の福袋を借りたい場合は、返却後に再度貸出手続きを行ってください。 

・貸出期間は他の本を借りる時と同じく２週間です。延長も可能です。（予約が入っていない場合に 1回のみ。） 

・紙袋の貸出は行いません。持ち運び用の袋等が必要な場合はご持参ください。 
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