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名古屋市高年大学

続城学園図書室報

～図書室の担当になって～
誰にでも心に残る本、思い出になる本、もう一度読み返してみたくなる本があるのではないでしょうか。
私は、この4月 に高年大学にきて図書室を担当することになりましたが、学園図書室なので、蔵誂 少な

く硬い本ばかりがあるようなイメージでいました。ところが図書室には、たくさんの本が棚にびっしり並んで
いるし、マスコミなどで話題になる本や人気作家の新刊などもあつて:ちょつとした驚きがありました。
現役の学生や卒業生が、定期的に本を借りにみえます。各区にある図書館の利用と違うのは、本を借り

るのも返すのも、授業がある時にできるからとても便利という方もみえます。
本の購入を担当することになり、どんな本が読まれるのかとても不安な気持ちで購入を決めました。皆さ

んにできるだけ読んでいただきたいので、本屋で立ち読みしたり、新聞で話題になうているもの、ネットで
人気のあるものなどを選んでみました。「村上海賊の娘」や「不安の9割は消せる」、「軍師官兵衛」などは、
読んでいただけると思つていましたが、「学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合
格した話」は、ひょらとして読んでいただけないかもしれないと思っていました。ところが、新刊が届いたそ
の日にすぐに借りていかれましたので、ほっとするとともにうれしく思いました。
高年大学に来ている方は、今までたくさんの本と出合つて、心に残る本などは、1冊や2冊でないでしよ

う。この図書室で、皆さんの心に残る、気になる、読み返したくなる本に出会つていただきたいと思います。
ところで、私が小学校の時に読んだ「シートン動物記」は、今でも覚えています。その中でなぜか「オオ

カミ王ロボ」のことがずっと心に残つています。それ以来、生き物や動物への愛着、畏怖の念を抱き続けて
いるから、我が家には今でも「ラブラドール|レトリニバー」が、家の中を我がもの顔に歩き回つています。
皆さんも図書室に来て、気になる本、読み返してみたくなる本などに出会つてください。また、こんな本を

読

～

でみないという方は、図書室にリクエスト用紙が置いてありますので、ぜひリクエストしてください。
なお、次号では、図書室を利用している方に「こじょうライプラリー」への投稿をお待ちしておりますので、

よろしくお願いいたします。

(高年大学饒城学園 地域活動指導員 鈴木 雅彦)

皆様の投稿 (700字程度まで)をお待ちしています。事務室図書係までご連絡 ください。
よく読まれている本 ・ペテロの葬列…宮部みゆき 。虚ろな十字架…東野圭吾 ・不安の9割は消せる。̈枡

野俊明 ・アナと雪の女王…サラ・ネイサン/セラ・ローマン ・学年ビリのギャルが1年

で偏差値40上げて慶應大学に現役合格した話…坪田信貴  ・新釈日本百名山…

樋 日一郎 ・許す力…伊集院静 ・嫌われる勇気…岸見下郎/古賀史健

※ 図書室利用状況 (4月 ～ 9月 )

入室者数 貸出数

1年 390 287
2年 312 220
OB 649 594
合 計 1,351A 1,101冊

※

※



新刊図書 (7月 ～ 9月 )

餞城会図書ポラオ イアの皆様たらの寄贈新刊図書(7月 γ9月 2

著 者 名 著
・書 名 出 版 社 名

湊 かなえ 白0■鰤鶏 人事件 集英社

幻冬舎
渡辺 和子 曇へ翡_f・薔 キヤ餞■なきい

すばる社
井口 晃 人生の9割は逃げていい

吉沢 久子 :_、 去1、キΩA書 7ヽルリ
=お

Lの妙味 新日本出版社

平几社
有吉 玉青 ソボちゃん

富木 あや子 め二 nか外 上り書■菫 平几社

KADOKAWA
北村 薫 人月の六日間

為末 大 締める カ
プレジデント社

池井戸 覇 銀翼のイカロス ダイヤモンド社

畠中 恵 すえずえ 新潮社

香川 宣子 アヴェ・マリアのヴアイオリン 角川書店

北原 亜以子 春遠からじ 角川書店

嵐山 光二郎 年を取つたら

"い

た 新講社

五木 寛之 孤独のカ 東京書籍

内田 腱三 沖縄桑ら海水族館が日本―になつた理由 光文社

小玉 歩 あなたはまだ本気を出していな墜笙堕 朝日新聞出版

著 者 名 著 書 名 出 版 社 名

土橋 小宏 超高速 :参勤交代 講談社

小谷 太郎 理系あるある 幻冬舎

小俣 雅子 たった1分で愛される話し方 80のスイツチ 集英社

海堂 尊 アクアマリンの神殿 kADOKAWA

宮部 みゆき ペテロの葬列 集英社

碇 卵人 杉下右京のアリ′`イ 朝日新聞出版

古市 憲寿 だから日本はずれている 新潮社

吉田 浩 本を出したい人の教科書 講談社

本田宗―郎研究室 本田宗
=郎

夢を力に 日経ビジネス人文庫

藻谷浩介/NHK広島 里山資本主義/日本経済は「安心●塁型 角川書店

池上 彰 大人の教養 NHK出版

林 真理子 白蓮れんれん 集英社文庫

高橋 雅延 記憶力の正体 ちくま新書

佐藤 優 修羅場の極意 中央公論社

阿川 佐和子 叱られる力 聞く力2 文芸春秋

竹村 亜季子 リーダー易経「兆じJ 角川書店

矢作 直樹 おかげさまで生きる 幻冬舎

前川洋一/青木邦子 軍師官兵衛 3 NHK出版

湊 かなえ 山女日配 幻冬舎

五木 寛之 ゆるやかな生き方 実業之日本社

宮部 みゆき 荒神 朝日新聞出版

石田 衣良 文芸春秋

和田 秀樹 自分は自分争わない『生き方J 新講社

曽野 綾子 辛口・幸福論 新講社

東野 圭吾 マスカレード・イブ 集英社文庫

杉原 美津子 炎を超えて 文芸春秋

有川 浩 明日の子供たち 幻冬舎

柴崎 友香 春の庭 文芸春秋


