
10月まるっと日めくり展示紹介資料リスト

10月1日 木 コーヒーの日

書名 著者 出版社 ID 所在 請求記号 URL

1 図説コーヒー UCCコーヒー博物館 河出書房新社 0003673171 図書館3階 619.89/ユシ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/330862?locale=ja&target=l 

2 コーヒーの絵本 庄野雄治
サンクチュアリ・

パブリッシング
0003777626

図書館1階いちだい知のトラ

イアスロン
596.7/シヨ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/485256?locale=ja&target=l

3 世界からコーヒーがなくなるまえに
ペトリ・レッパネン

ラリー・サロマ―
青土社 0003768778 図書館3階 617.3/レツ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/481288?locale=ja&target=l

4
デミタスコスモス：宝石のきらめき★カッ

プ＆ソーサ―
立花昭［ほか］

岐阜県現代陶芸美

術館
0003092255 図書館3階 751.3/タチ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/334609?locale=ja&target=l

5 ウィーンのカフェハウス 田部井朋見 東京書籍 0003044957 図書館3階 293.46タベ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/279848?locale=ja&target=l

10月2日 金 ピーナッツ連載開始の日

書名 著者 出版社 ID 所在 請求記号 URL

1 スヌーピー1973～1974 チャールズ・M・シュルツ 河出書房新社 0003770757
図書館3階多読コー

ナー
726.1/シユ/12 https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/480667?locale=ja&target=l

2 スヌーピー1987～1988 チャールズ・M・シュルツ 河出書房新社 0003766361
図書館3階多読コー

ナー
726.1/シユ/19 https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/480554?locale=ja&target=l

3 スヌーピーのひみつ A to Z チャールズ・M・シュルツ 新潮社 0003599297
図書館1階いちだい知のトラ

イアスロン
726.1/シユ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/353557?locale=ja&target=l

4 新犬種大図鑑 ブルース・フォーグル 緑書房 0003331705 図書館3階 489.56/フオ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/302427?locale=ja&target=l

5 芸術新潮,64（10）,2013 新潮社 1001212751 図書館2階雑誌

6 チャールズ・M・シュルツ勇気が出る言葉 チャールズ・M・シュルツ著 KADOKAWA 0003579336
図書館1階いちだい知のトラ

イアスロン
726.1/シユ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/79210?locale=ja&target=l

国際協定によって、コーヒーの新年度が始まるのが10月で、この日がコーヒーの年度始めとなります。さらに、日本で

は、秋冬期にコーヒーの需要が高くなることから、1983年に、全日本コーヒー協会によって、10月1日が「コーヒーの日」

と定められました。

1950年10月2日、アメリカの新聞７紙でコミック「ピーナッツ」の連載がスタートしました。

なお、スヌーピーが登場したのは2日後の10月4日のこと。最初は4足歩行でした。
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10月まるっと日めくり展示紹介資料リスト

10月5日 月 レモンの日

書名 著者 出版社 ID 所在 請求記号 URL

1 智恵子抄 高村光太郎 新潮社 0003617373
図書館1階いちだい知のトラ

イアスロン
911.56/タカ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/354570?locale=ja&target=l

2 檸檬・冬の日：他九篇 梶井基次郎 岩波書店 0000239592 図書館2階文庫 913.6/カジ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/69525?locale=ja&target=l

3 レモンの歴史 トビー・ゾンネマン 原書房 0003563861 図書館3階 383.8/シヨ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/340835?locale=ja&target=l

4
柑橘類と文明：マフィアを生んだシチリアレモンから、ノー

ベル賞をとった壊血病薬まで
ヘレナ・アトレー 築地書館 0003575345 図書館3階 625.3/アト https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/343617?locale=ja&target=l

5 高村光太郎美に生きる 高村光太郎 二玄社 0002036557 図書館3階 712.1タカ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/143588?locale=ja&target=l

6 瀬戸内レモン : ブームの到来と六次産業化・島おこし 川久保篤志 溪水社 0003747070 図書館3階 625.3/カワ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/364017?locale=ja&target=l

10月6日 火 ル・コルビュジエ誕生日

書名 著者 出版社 ID 所在 請求記号 URL

1 Casa brutus : life design magazine 20(3) マガジンハウス 1001434214 図書館3階雑誌

2 ル・コルビュジエの国立西洋美術館 藤木忠善 鹿島出版会 0003226896 図書館3階 523.13/フジ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/308234?locale=ja&target=l

3 近現代建築 アンソニー・ハッセル　ほか ゆまに書房 0003230084 図書館3階 523.06/ハツ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/311174?locale=ja&target=l

4 展示空間 Echelle-1,Fondation Le Corbusier 建築資料研究社 0003314746 図書館2階 523.35/ルコ/6 https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/316427?locale=ja&target=l

5 美術館と建築 酒井忠康監修 青幻舎 0003462119
図書館1階いちだい知のトラ

イアスロン 526.7/ビジ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/329907?locale=ja&target=l

6 ぼくらの近代建築デラックス！ 万城目学、門井慶喜 文藝春秋 0003566961
図書館1階いちだい知のトラ

イアスロン
523.1/マキ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/342522?locale=ja&target=l

10月7日 水 ミステリー記念日

書名 著者 出版社 ID 所在 請求記号 URL

1 モルグ街の殺人；黄金虫 エドガー・アラン・ポー 新潮社 0003718155
図書館1階いちだい知のトラ

イアスロン
933/ポ/2 https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/364600?locale=ja&target=l

2 シャーロック・ホームズの思考術 マリア・コニコヴァ 早川書房 0003587638 図書館3階 141.5/コニ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/354892?locale=ja&target=l

3 犯罪学大図鑑 DK社 三省堂 0003759134 図書館3階 368.6/ハン https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/478017?locale=ja&target=l

4 アガサ・クリスティー生誕100年記念ブック アガサ・クリスティー 早川書房 0002953373 図書館3階 930.28クリ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/249476?locale=ja&target=l

5 乱歩と正史：人はなぜ死の夢を見るのか 内田隆三 講談社 0003700983 図書館3階 910.26/エド https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/346624?locale=ja&target=l

6 眠りをむさぼりすぎた男 クレイグ・ライス 国書刊行会 0002926582 図書館2階 908.3セカ10 https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/264713?locale=ja&target=l

7 第二の銃声 アントニイ・バークリー 国書刊行会 0002926506 図書館2階 908.3セカ2 https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/264635?locale=ja&target=l

10月8日 木 骨と関節の日

書名 著者 出版社 ID 所在 請求記号 URL

1
名画と解剖学 : 『マダムX』にはなぜ鎖骨がない

のか?
原島広至 CCCメディアハウス 0003745403 図書館3階 701.5/ハラ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/363830?locale=ja&target=l

2 動物の骨 ロブ・コルソン 辰巳出版 0003680148 図書館3階 481.16/ホネ/1 https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/348885?locale=ja&target=l

3 骸骨考：イタリア・ポルトガル・フランスを歩く 養老孟司 新潮社 0003684795 図書館3階 385.6/ヨウ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/346173?locale=ja&target=l

4
一流選手の動きはなぜ美しいのか：からだの動きを科

学する
小田伸午 KADOKAWA 0003769515 図書館3階 780.19/オダ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/481334?locale=ja&target=l

5 うつくしい美術解剖図 小田隆 玄光社 0003734537 図書館3階 701.5/オダ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/359924?locale=ja&target=l

6 骨単（ホネタン） 原島広至 エヌ・ティー・エス 0003331491 図書館3階 491.1/ゴゲ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/321656?locale=ja&target=l

10月9日 金 ハングルの日

書名 著者 出版社 ID 所在 請求記号 URL

1 筆で書くハングル 李安子 花乱社 0003767382 図書館3階 728/イ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/480133?locale=ja&target=l

2 ユリイカ：詩と詩論,50（15）＜730＞,2018 書肆ユリイカ 1001427247 図書館2階雑誌

3 地球の歩き方,D12 韓国 2018 ダイヤモンド社 0003680872 図書館3階 290.9/チキ/18-4-12 https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/354482?locale=ja&target=l

4 訓民正音 趙義成 平凡社 0003177990 図書館2階文庫2 829.11/チヨ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/301505?locale=ja&target=l

5 日記を書いて身につける韓国語 小西明子 ベレ出版 0003483633 図書館3階 829.16/コニ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/332632?locale=ja&target=l

6 起きてから寝るまで韓国語表現700 山崎玲美奈 アルク 0003241035 図書館3階 829.14/オキ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/314499?locale=ja&target=l

7 韓国映画で学ぶ韓国の社会と歴史 キネマ旬報社 0003675816 図書館3階 778.22/カン https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/347799?locale=ja&target=l

詩人・高村光太郎の妻である高村智恵子の命日にちなんだものとされています。智恵子が息を引き取る瞬間をうたった「レモン哀

歌」は、高村光太郎の詩集「智恵子抄」に収められています。

ル・コルビュジエはスイス生まれのフランスの建築家、画家で鉄やガラス、コンクリートを用いた合理的なデザインを追求し、1階を吹き抜

けにするピロティや屋上庭園、横長の窓など「近代建築の5原則」を提唱しました。2016年、フランスのサボア邸や日本の国立西洋美術館な

ど７か国17施設の作品が、「ル・コルビュジエの建築作品」の名称で世界遺産（文化遺産）に登録されています。

推理小説の先駆者エドガー・アラン・ポーの命日にちなんだものとされます。ポーが執筆した世界初の推理小説「モルグ街の殺

人」ではオーギュスト・デュパンという探偵が登場し、密室殺人事件を解決します。

ホネのホは十と八に分かれることから、日本整形外科学会が10月8日を「骨と関節の日」と定めています。

李氏朝鮮の王、世宗がハングルを新たに導入するために「訓民正音」という文書を公布した日です。韓国では祝日となっていま

す。
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10月まるっと日めくり展示紹介資料リスト

10月12日 月 新大陸発見の日

書名 著者 出版社 ID 所在 請求記号 URL

1 1492コロンブス : 逆転の世界史
フェリペ・フェルナ

ンデス=アルメスト
青土社 0003175217 図書館3F 209.5/フエ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/299381?locale=ja&target=l

2 アメリカ・インディアンの歴史 : ビジュアルタイムライン
グレッグ・オブライエ

ン
東洋書林 0003200834 図書館3F 389.53/オブ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/302264?locale=ja&target=l

3 図説マヤ文明 (ふくろうの本) 嘉幡茂著 河出書房新社 0003776704 図書館3F 256/カバ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/485021?locale=ja&target=l

4 インカ (NHKスペシャル. 失われた文明)
恩田陸, NHK「失われた

文明」プロジェクト
日本放送出版協会 0003047316 図書館3F 268オン https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/277235?locale=ja&target=l

5 英国人が見た新世界 : 帝国の画家ホワイトによる博物図集 キム・スローン 東洋書林 0001432084 図書館3F 253.03/スロ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/287802?locale=ja&target=l

6 世界をおどらせた地図 (ナショナルジオグラフィック)
エドワード・ブルック=

ヒッチング

日経ナショナルジオグ

ラフィック社
0003763384 図書館3F 290.38/ブル https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/479009?locale=ja&target=l

7 アメリカ先住民を知るための62章 (エリア・スタディーズ:149) 阿部珠理 明石書店 0003672747 図書館3F 302.53/アベ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/344961?locale=ja&target=l

10月13日 火 麻酔の日

書名 著者 出版社 ID 所在 請求記号 URL

1 手術室の中へ (集英社新書:0030I) 弓削孟文 集英社 0002362229 図書館3F 494.2/ユゲ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/219529?locale=ja&target=l

2
麻酔の科学 : 手術を支える力持ち 第2版 (ブルーバックス:B-

1686)
諏訪邦夫 講談社 0003165560 図書館3F 494.24/スワ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/295674?locale=ja&target=l

3 描かれた手術 : 19世紀外科学の原理と実際およびその挿画
リチャード・バーネッ

ト
河出書房新社 0003709542 図書館3F 494.2/バネ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/349592?locale=ja&target=l

4 医学の歴史大図鑑 オフィス宮崎 河出書房新社 0003704592 図書館3F 展示2 490.2/イガ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/349632?locale=ja&target=l

5
種子植物 双子葉類3 (朝日百科植物の世界:1-11||アサヒ

ヒャッカ ショクブツ ノ セカイ)
朝日新聞社 0001596403

図書館3F レファレン

ス
R470.38アサ3 https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/210735?locale=ja&target=l

6 世界史を変えた薬 (講談社現代新書:2338) 佐藤健太郎 講談社 0003579695
図書館1F 知のトライアス

ロン新書
499.02/サト https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/354797?locale=ja&target=l

10月14日 水 鉄道の日

書名 著者 出版社 ID 所在 請求記号 URL

1 世界の駅 三浦幹男 ピエ・ブックス 0003157848 図書館3F 686.53/ミウ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/289758?locale=ja&target=l

2 おみやげと鉄道 : 名物で語る日本近代史 鈴木勇一郎 講談社 0003344347 図書館3F 689.5/スズ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/324679?locale=ja&target=l

3 図説世界史を変えた50の鉄道 ビル・ローズ 原書房 0003477076 図書館3F 686.2/ロズ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/332226?locale=ja&target=l

4 世界の美しい地下鉄マップ : 166都市の路線図を愉しむ マーク・オーブンデン
日経ナショナルジオグ

ラフィック社
0003673157 図書館3F 686.2/オブ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/358152?locale=ja&target=l

5 明治・大正・昭和駅弁ラベル大図鑑 羽島知之 国書刊行会 0003553251 図書館3F 675.18/ハジ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/338386?locale=ja&target=l

6 ターナー (巨匠の絵画技法) W.ハーディ エルテ出版 0001023459 図書館3F 723.33タナ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/102449?locale=ja&target=l

7 廃線紀行 : もうひとつの鉄道旅 : カラー版 (中公新書:2331) 梯久美子 中央公論新社 0003569702 図書館2F 新書 291.09/カケ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/343460?locale=ja&target=l

10月15日 木 カープ初優勝の日

書名 著者 出版社 ID 所在 請求記号 URL

1 遠きにありて 西川美和 文藝春秋 0003747810
図書館1F 知のトライアス

ロン
914.6/ニシ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/361687?locale=ja&target=l

2 赤ヘル1975 重松清 講談社 0003486276
図書館1F 知のトライアス

ロン
913.6/シゲ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/334936?locale=ja&target=l

3 鯉のはなシアター 桝本壮志
ザメディアジョンプレ

ス
0003634677

図書館1F 知のトライアス

ロン
913.6/マス https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/12618?locale=ja&target=l

4 エースの覚悟 (光文社新書:639) 前田健太 光文社 0003462713 図書館3F 展示 783.7/マエ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/329970?locale=ja&target=l

5
プロ野球「熱狂」の経営科学 : ファン心理とスポーツビジ

ネス
水野誠 東京大学出版会 0003524442 図書館2階 783.7/ミズ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/346121?locale=ja&target=l

6
広島カープがしぶとく愛される理由 : 続けることが負けな

いことだ!
片瀬京子 日経BP社 0003635391 図書館３F展示 783.7/カタ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/364813?locale=ja&target=l

7 決めて断つ : ぶれないために大切なこと (ワニ文庫:P-266) 黒田博樹 [著] ベストセラーズ 0003566824 図書館3F 展示 783.7/クロ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/341961?locale=ja&target=l

10月16日 金 オスカー・ワイルド誕生日

書名 著者 出版社 ID 所在 請求記号 URL

1 サロメ (光文社古典新訳文庫:[KAワ1-2]) ワイルド 光文社 0003239094
図書館1F 知のトライ

アスロン
932/ワイ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/314424?locale=ja&target=l

2 オスカー・ワイルド事典 : イギリス世紀末大百科 山田勝編 北星堂書店 0002351728 図書館3F 930.28ワイ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/151903?locale=ja&target=l

3 ギュスターヴ・モローの世界 新人物往来社 新人物往来社 0003248089 図書館3F 723.35/モロ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/315528?locale=ja&target=l

4 ビアズリー : 生涯と作品
サイモン・ウィルソ

ン
岩崎美術社 0000176064 図書館3F 723.33ビア https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/181737?locale=ja&target=l

5
ヨーロッパの幻想美術 : 世紀末デカダンスとファム・ファ

タール (宿命の女) たち
海野弘

パイインターナショナ

ル
0003696293 図書館3F 723.05/ヨロ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/346069?locale=ja&target=l

6 ドリアン・グレイの肖像 (岩波文庫:赤(32)-245-1) オスカー・ワイルド 岩波書店 0003754276 図書館2F 文庫 933/ワイ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/475913?locale=ja&target=l

7 幽 (百年文庫:84) ポプラ社 0003133675 図書館2F
908.3/ヒヤ

/84
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/311289?locale=ja&target=l

8 童話集幸福な王子 : 他八篇 (岩波文庫:赤(32)-245-5) オスカー・ワイルド 岩波書店 0003774823 図書館2F 文庫 933/ワイ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/483422?locale=ja&target=l

9 オスカー・ワイルド : 「犯罪者」にして芸術家 (中公新書:2242) 宮崎かすみ 中央公論新社 0003463215 図書館2F 新書 930.28/ワイ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/331047?locale=ja&target=l

1492年10月12日、スペインからの2カ月の航海ののち、コロンブスがカリブ海のサン・サルバドル島に到着しました。ヨーロッパ世界におけ

る新世界発見の日として記憶されています。

江戸時代の医師、華岡青洲が世界初の「全身麻酔」による乳がん摘出手術を成功させた日です。青洲が作った麻酔薬は朝鮮朝顔を主な材料とし

ており、その花は日本麻酔科学会のシンボルマークになっています。

明治5年10月14日に新橋～新横浜間に日本初の鉄道が開通したことを記念した日です。

1975年10月15日、後楽園球場での巨人戦を4-0で制し、広島東洋カープが球団創設26年目にして初のリーグ優勝を果たしました。優勝の瞬

間、グラウンドに熱狂的なファンがなだれこみ、場内は大混乱となりました。

オスカー・ワイルドはアイルランド出身の詩人、作家、劇作家。耽美的・退廃的・懐疑的だった19世紀末文学の旗手として「ドリアン・グレ

イの肖像」「サロメ」「幸福な王子」などを執筆しました。

https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/299381?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/302264?locale=ja&target=l
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https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/332226?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/358152?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/338386?locale=ja&target=l
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https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/12618?locale=ja&target=l
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https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/341961?locale=ja&target=l
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10月まるっと日めくり展示紹介資料リスト

10月19日 月 日ソ国交回復の日

書名 著者 出版社 ID 所在 請求記号 URL

1 ゴルバチョフに会いに行く 亀山郁夫 集英社 0003673751 図書館3F 312.38/カメ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/348728?locale=ja&target=l

2
レッド・アトラス : 恐るべきソ連の世界地図 (National

geographic)
ジョン・デイビス

日経ナショナルジオグラ

フィック社
0003751473 図書館3F 392.38/デイ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/362547?locale=ja&target=l

3 ソビエトデザイン1950☆1989 : ソビエト製品貴重な350点 グラフィック社 グラフィック社 0003762073 図書館3F 757.02/ソビ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/475760?locale=ja&target=l

4 メイド・イン・ソビエト : 二十世紀ロシアの生活図鑑 マリーナ・コレヴァ 水声社 0003719633 図書館3F 238.07/コレ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/359861?locale=ja&target=l

5 日露200年 : 隣国ロシアとの交流史 ロシア史研究会 彩流社 0003559994 図書館3F 319.1/ロシ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/338991?locale=ja&target=l

6 ロシアは今日も荒れ模様 米原万里 日本経済新聞社 0002330747 図書館2F 302.38ヨネ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/158416?locale=ja&target=l

7 ロシアを知る。 池上彰 東京堂出版 0003755761 図書館3F 302.38/イケ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/71754?locale=ja&target=l

10月20日 火 頭髪の日

書名 著者 出版社 ID 所在 請求記号 URL

1 櫛 (NHK美の壺) NHK「美の壺」制作班編 日本放送出版協会 0000014304 図書館3F 383.5ニホ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/279785?locale=ja&target=l

2 毛の人類史 : なぜ人には毛が必要なのか カート・ステン 太田出版 0003695135 図書館3F 491.18/ステ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/349022?locale=ja&target=l

3 脱毛の歴史 : ムダ毛をめぐる社会・性・文化 レベッカ・M.ハージグ 東京堂出版 0003756867 図書館3F 383.5/ハジ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/360061?locale=ja&target=l

4 帽子の文化史 : 究極のダンディズムとは何か (ジョルダンブックス) 出石尚三 ジョルダン 0003223895 図書館3F 383.2/イズ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/309233?locale=ja&target=l

5 俵万智訳みだれ髪 俵万智, 与謝野晶子 河出書房新社 0003718285
図書館1F 知のトラ

イアスロン
911.16/タワ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/359671?locale=ja&target=l

6 髪飾り (池田重子コレクション : 日本のおしゃれ) 池田重子 アシェット婦人画報社 0003228548 図書館3F 755.3/イケ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/310226?locale=ja&target=l

7 日本の髪型 南ちゑ 紫紅社 0001021486 図書館3F 383.5ミナ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/193918?locale=ja&target=l

10月21日 水 関ヶ原の戦い

書名 著者 出版社 ID 所在 請求記号 URL

1 変り兜 : 戦国のcool design (とんぼの本) 橋本麻里 新潮社 0003470305 図書館3F 756.7/ハシ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/330013?locale=ja&target=l

2 関ケ原合戦記 (日本合戦騒動叢書:7) 西野辰吉 勉誠社 0002046129 図書館3F 210.08ニホ7 https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/144629?locale=ja&target=l

3 関ヶ原の合戦 岐阜市歴史博物館 岐阜市歴史博物館 0002989457 図書館2F 210.48ギフ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/270540?locale=ja&target=l

4 キネマ旬報, 1755 <2569>, 2017 キネマ旬報社 1001397526 図書館2F雑誌

5 藝術新潮, 66(6), 2015 新潮社 1001317678 図書館2F雑誌

6 変わり兜×刀装具 : 戦国アバンギャルドとその昇華 大阪歴史博物館 青幻舎 0003580042
図書館1F知のトラ

イアスロン
756.7/オオ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/353911?locale=ja&target=l

7 戦国武将の実力 : 111人の通信簿 (中公新書:2343) 小和田哲男 中央公論新社 0003578230 図書館2F 新書 281/オワ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/350558?locale=ja&target=l

8 図説戦国時代 : 武器・防具・戦術百科 トマス・D・コンラン 原書房 0003465363 図書館3F 210.4/コン https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/329637?locale=ja&target=l

10月22日 木 アニメの日

書名 著者 出版社 ID 所在 請求記号 URL

1 東欧アニメをめぐる旅 : ポーランド・チェコ・クロアチア 籾山昌夫 求龍堂 0003563984 図書館3F 778.77/トウ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/340880?locale=ja&target=l

2 人生を変えるアニメ (14歳の世渡り術) 河出書房新社 河出書房新社 0003734575 図書館3F 778.77/カワ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/356249?locale=ja&target=l

3
大ヒットアニメで語る心理学 : 「感情の谷」から解き明かす日本アニ

メの特質
横田正夫 新曜社 0003705834 図書館3F 778.77/ヨコ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/355043?locale=ja&target=l

4
基礎からわかる手づくりアニメーション : 動きの法則・動画の描き

方・動かし方
有原誠治 合同出版 0003683972 図書館3F 778.77/アリ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/351918?locale=ja&target=l

5 アニメーション、折りにふれて 高畑勲 岩波書店 0003482636 図書館3F 778.77/タカ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/333079?locale=ja&target=l

6 奥山玲子アニメーション画集 奥山玲子 アニドウ・フィルム 0003769638 図書館3F 778.77/オク https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/480869?locale=ja&target=l

7
アニメーターの仕事がわかる本 : 業界の現実 (リアル) を教わってきま

した!
西位輝実 玄光社 0003773888

図書館3F 就職関係図

書コーナー
778.77/ニシ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/483048?locale=ja&target=l

8
誕生80周年トムとジェリー : カートゥーンの天才コンビハンナ=バー

ベラ
河出書房新社 0003753187 図書館3F 778.77/タン https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/363639?locale=ja&target=l

10月23日 金 電信電話記念日

書名 著者 出版社 ID 所在 請求記号 URL

1 スマホを落としただけなのに 志駕晃 宝島社 0003736104
図書館1F知のトラ

イアスロン
913.6/シガ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/362324?locale=ja&target=l

2 最新図解で早わかり5Gがまるごとわかる本 水上貴博 ソーテック社 0003777091 図書館3F 694/ミズ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/484948?locale=ja&target=l

3 5Gが促すデジタル変革と新たな日常の構築 総務省編 日経印刷 0003778685
図書館3Fレ

ファレンス
R692.1/ユウ/20 https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/485934?locale=ja&target=l

4
「図解」スマートフォンのしくみ (PHPサイエンス・ワールド新

書:054)
井上伸雄 PHP研究所 0003321454 図書館3F 694.6/イノ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/318735?locale=ja&target=l

5 インヴィジブル・ウェポン : 電信と情報の世界史1851-1945 D.R.ヘッドリク 日本経済評論社 0003460818 図書館3F 694.2/ヘツ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/328828?locale=ja&target=l

6 女性電信手の歴史 : ジェンダーと時代を超えて トーマス・C.ジェプセン 法政大学出版局 0003490617 図書館3F 694.2/ジエ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/335653?locale=ja&target=l

7
グラハム・ベル : 声をつなぐ世界を結ぶ (オックスフォード科学の肖

像)
ナオミ・パサコフ 大月書店 0003197912 図書館3F 289.3/ベル https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/306201?locale=ja&target=l

1956年10月19日、日本、ソビエト連邦間で日ソ共同宣言が締結され、これにより日ソ間の国交が正常化されました。

公益社団法人日本毛髪科学協会が頭髪や頭皮に関する知識の普及を目指すのを目的とし、「とう（10）はつ（20）」（頭髪）と読む語呂合わせか

ら10月20日を「頭髪の日」と制定しました。

慶長5年（1600）関ヶ原で、石田三成らの西軍と、徳川家康らの東軍とが天下を争いました。小早川秀秋の寝返り等により、わずか6時間で東軍が

大勝する短期決戦でした。

日本初のフルカラーの長編アニメーション映画『白蛇伝』が公開された日を、一般社団法人日本動画協会が「アニメの日」として記念日に登録しま

した。

明治2年10月23日、横浜から東京までの約32㎞の区間に日本で初めての公衆電信線の架設工事が開始されました。

https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/348728?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/362547?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/475760?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/359861?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/338991?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/158416?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/71754?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/279785?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/349022?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/360061?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/309233?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/359671?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/310226?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/193918?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/330013?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/144629?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/270540?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/353911?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/350558?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/329637?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/340880?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/356249?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/355043?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/351918?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/333079?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/480869?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/483048?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/363639?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/362324?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/484948?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/485934?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/318735?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/328828?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/335653?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/306201?locale=ja&target=l


10月まるっと日めくり展示紹介資料リスト

10月26日 月
デロリアン完成の日

（バックトゥザフューチャー）

書名 著者 出版社 ID 所在 請求記号 URL

1 サクラダリセット : CAT,GHOST and REVOLUTION SUNDAY 河野裕 角川書店 0003139394 図書館2F 913.6/コウ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/315186?locale=ja&target=l

2 バック・トウ・ザ・フューチャー 改訂版 3
フォーインクリエイテイブプロダ

クツ編

フォーインクリエイテ

イブプロダクツ
0001073768 図書館3F 837スク https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/19271?locale=ja&target=l

3 バック・トウ・ザ・フューチャー 改訂版 2
フォーインクリエイテイブプロダ

クツ編

フォーインクリエイテ

イブプロダクツ
0001073751 図書館3F 837スク https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/19270?locale=ja&target=l

4 バック・トウ・ザ・フューチャー 改訂版 [1]
フォーインクリエイテイブプロダ

クツ編

フォーインクリエイテ

イブプロダクツ
0001073744 図書館3F 837スク https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/19269?locale=ja&target=l

5 タイムトラベル : 「時間」の歴史を物語る ジェイムズ・グリック 柏書房 0003733448 図書館3F 421.2/グリ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/360950?locale=ja&target=l

6 タイムマシンの話 都筑卓司 講談社 0003213353 図書館3F 421.2/ツズ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/309412?locale=ja&target=l

7 タイムマシンと時空の科学 真貝寿明 ナツメ社 0003194171 図書館3F 421.2/シン https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/304780?locale=ja&target=l

8 タイムトラベルの哲学 新版 青山拓央 筑摩書房 0003071779 図書館3F 112/アオ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/301534?locale=ja&target=l

9 アーサー王宮廷のコネチカット・ヤンキー マーク・トウェイン 彩流社 0002449685 図書館3F 938トウ16 https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/162429?locale=ja&target=l

10 ある日どこかで リチャード・マシスン 東京創元社 0003486399
図書館1F 知のト

ライアスロン
933/マシ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/334972?locale=ja&target=l

11 夏への扉　新訳版 ロバート・A・ハインライン 早川書房 0003137833 図書館３F 933/ハイ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/314480?locale=ja&target=l

12 時を生きる種族 : ファンタスティック時間SF傑作選 R・F・ヤング, フリッツ・ライバー他 東京創元社 0003579596
図書館1F 知のト

ライアスロン
933/ヤン https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/345213?locale=ja&target=l

14 ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾 KADOKAWA 0003660713
図書館1F 知のト

ライアスロン
913.6/ヒガ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/320658?locale=ja&target=l

15 冷たい校舎の時は止まる 下 辻村深月 講談社 0003081440
図書館1F 知のト

ライアスロン
913.6/ツジ/2 https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/315126?locale=ja&target=l

16 冷たい校舎の時は止まる 上 辻村深月 講談社 0003081433
図書館1F 知のト

ライアスロン
913.6/ツジ/1 https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/315125?locale=ja&target=l

17 ドゥームズデイ・ブック 下 コニー・ウィリス 早川書房 0003777442 図書館3F 展示2 933/ウイ/2 https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/485208?locale=ja&target=l

18 ドゥームズデイ・ブック 上 コニー・ウィリス 早川書房 0003777435 図書館3F 展示2 933/ウイ/1 https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/485207?locale=ja&target=l

10月27日 火 テディベアズ・デー

書名 著者 出版社 ID 所在 請求記号 URL

1
A bear called Paddington 1st ed (Kodansha English

library:160)

by Michael Bond/with drawings

by Peggy Fortnum

Kodansha

International
0002902159 図書館2F 837.7/コウ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/69452?locale=ja&target=l

2
熊の歴史 : 「百獣の王」にみる西洋精神史

ミシェル・パストゥロー著

/平野隆文訳
筑摩書房 0003488577 図書館3F 230/パス https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/335420?locale=ja&target=l

3
ウィニーの物語 : 世界で一番有名なクマ

ヴァル・シュシケヴィッチ 文芸社 0003045404 図書館3F 489.57/シユ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/278030?locale=ja&target=l

4
クマのプーさん原作と原画の世界 : A.A.ミルンのお話と

E.H.シェパードの絵

アンマリー・ビルクロウ, エマ・

ロウズ著/富原まさ江訳
玄光社 0003746622 図書館3F 726.5/シエ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/362285?locale=ja&target=l

5 クマのプーさん創作スケッチ : 世界一有名なクマ誕生のひ

みつ

ジェイムズ・キャンベル著/ミ

ネット・シェパードまえがき/小

田島恒志, 小田島則子訳

東京美術 0003728987 図書館3F 726.5/シエ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/362051?locale=ja&target=l

6
グリズリー : アラスカの王者 : 新装版 (平凡社ライブラ

リー:845)
星野道夫著 平凡社 0003671412 図書館3F 489.57/ホシ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/346958?locale=ja&target=l

7 デンデラ
天願大介監督・脚本/佐藤

友哉原作

セディックインター

ナショナル(発売)/ア

ミューズソフト(販

売)

2000054724
図書館3F AV

資料
V778.21/テン https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/334638?locale=ja&target=l

8
「図説」歴代アメリカ大統領百科 : ジョージ・ワシントン

からドナルド・トランプまで
DK社編/大間知知子訳 原書房 0003690383 図書館3F 312.53/ズセ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/350522?locale=ja&target=l

9
月刊みんぱく 42(2) <485>

民族学振興会 1001409045
図書館3F 雑

誌

10月28日 水 おだしの日

書名 著者 出版社 ID 所在 請求記号 URL

1 だしとは何か 熊倉功夫
アイ・ケイコー

ポレーション
0003483749 図書館3F 498.51/ダシ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/332266?locale=ja&target=l

2 乾物の事典 星名桂治 東京堂出版 0003223130 図書館3F 619.03/ホシ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/309476?locale=ja&target=l

3 和食の知られざる世界 (新潮新書:550) 辻芳樹 新潮社 0003484067 図書館3F 596.21/ツジ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/333102?locale=ja&target=l

4 和食手帖 和食文化国民会議監修 思文閣出版 0003733370 図書館3F 596.21/ワシ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/358604?locale=ja&target=l

5 英国一家、日本を食べる マイケル・ブース 亜紀書房 0003578605 図書館3F 383.8/ブス https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/346019?locale=ja&target=l

6 とりあえずウミガメのスープを仕込もう。 宮下奈都 扶桑社 0003718490
図書館1F知の

トライアスロン
914.6/ミヤ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/364721?locale=ja&target=l

7 かつお節と日本人 宮内泰介 岩波書店 0003457122 図書館2F新書 664.63/ミヤ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/329366?locale=ja&target=l

映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」に登場するタイムマシン、デロリアンが完成した日です。作中で主人公のマーティ―は1985

年10月26日から1955年11月5日にタイムスリップしました。

テディベアの名前の由来となったアメリカの第26代大統領セオドア・ルーズベルト（愛称テディ（Teddy））の誕生日にちなんでいま

す。ルーズベルト大統領が子熊を助けたエピソードを受けて、ニューヨークのぬいぐるみメーカーが「テディ」という名のくまのぬい

ぐるみを売り出したのがテディベアのはじまりとされています。

おだしの素材となる、かつお節の製法「燻乾カビ付け製法」を考案した和歌山県の漁民、角屋甚太郎の命日であることから、関西のう

どんチェーンが10月28日を「おだしの日」と決めました。

https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/315186?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/19271?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/19270?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/19269?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/360950?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/309412?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/304780?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/301534?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/162429?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/334972?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/314480?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/345213?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/320658?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/315126?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/315125?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/485208?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/485207?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/69452?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/335420?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/278030?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/362285?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/362051?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/346958?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/334638?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/350522?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/332266?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/309476?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/333102?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/358604?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/346019?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/364721?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/329366?locale=ja&target=l


10月まるっと日めくり展示紹介資料リスト

10月29日 木 エドモンド・ハレー誕生日

書名 著者 出版社 ID 所在 請求記号 URL

1
君の名は。 : Another Side:Earthbound (角川スニーカー

文庫:19892)
新海誠原作/加納新太著 KADOKAWA 0003660607

図書館1F 知の

トライアスロン
913.6/カノ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/345215?locale=ja&target=l

2 星を継ぐもの 47版 (創元SF文庫)
ジェイムズ・P.ホーガン著/

池央耿訳
東京創元社 0003579640

図書館1F 知の

トライアスロン
933/ホガ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/353660?locale=ja&target=l

3 眠れなくなる宇宙のはなし (宝島SUGOI文庫:[Dさ-8-1]) 佐藤勝彦著 宝島社 0003462232
図書館1F 知の

トライアスロン
440.2/サト https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/330067?locale=ja&target=l

4 銀河ヒッチハイク・ガイド (河出文庫)
ダグラス・アダムス著/安

原和見訳
河出書房新社 0003760604

図書館1F 知の

トライアスロン
933/アダ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/477466?locale=ja&target=l

5
ビッグバンからヒッグス粒子まで (ちくまプリマー新

書:195. 宇宙はこう考えられている:[正])
青野由利著 筑摩書房 0003342398 図書館3F 443.9/アオ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/323200?locale=ja&target=l

6 野尻抱影 : 星は周る (Standard books) 野尻抱影著 平凡社 0003720875
図書館1F 知の

トライアスロン
404/スタ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/363802?locale=ja&target=l

7
へんな星たち : 天体物理学が挑んだ10の恒星 (ブルーバッ

クス:B-1971)
鳴沢真也著 講談社 0003598900 図書館3F 443/ナル https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/344354?locale=ja&target=l

8
Google Earthで行く火星旅行 (岩波科学ライブラ

リー:196)
後藤和久, 小松吾郎著 岩波書店 0003316535 図書館3F 445.3/ゴト https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/318071?locale=ja&target=l

9 ぼくはいつも星空を眺めていた : 裏庭の天体観測所
チャールズ・レアード・カ

リア著/北澤和彦訳

ソフトバンクク

リエイティブ
0003567982

図書館1F 知の

トライアスロン
442.04/カリ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/342450?locale=ja&target=l

10 宇宙の地図 : 2013.1.1 - 12:00 観山正見, 小久保英一郎著 朝日新聞出版 0003240212 図書館3F 440.8/ミヤ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/314453?locale=ja&target=l

11 Universe (DKブックシリーズ) マーティン・リース総編集
ネコ・パブリッシン

グ
0003499115

図書館1F 知の

トライアスロン
440.36/リス https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/338561?locale=ja&target=l

10月30日 金 初恋の日

書名 著者 出版社 ID 所在 請求記号 URL

1 陽だまりの彼女 (新潮文庫:9200, こ-52-1) 越谷オサム著 新潮社 0003462546
図書館1F 知の

トライアスロン
913.6/コシ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/330103?locale=ja&target=l

2 勝手にふるえてろ (文春文庫:[わ-17-1]) 綿矢りさ著 文藝春秋 0003507179
図書館1F 知の

トライアスロン
913.6/ワタ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/340297?locale=ja&target=l

3 君の名前で僕を呼んで (マグノリアブックス:[MB-36])
アンドレ・アシマン著/高

岡香訳
オークラ出版 0003718346

図書館1F 知の

トライアスロン
933/アシ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/364105?locale=ja&target=l

4 ペンギン・ハイウェイ (角川文庫:17684) 森見登美彦 [著]

角川書店/角川グルー

プパブリッシング

(発売)

0003347881
図書館1F 知の

トライアスロン
913.6/モリ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/325641?locale=ja&target=l

5 入門万葉集 (ちくまプリマー新書:333) 上野誠著 筑摩書房 0003764312 図書館3F 911.12/ウエ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/479312?locale=ja&target=l

6 恋愛を数学する (TED books)
ハンナ・フライ著/森本元

太郎訳
朝日出版社 0003701911 図書館3F 141.6/フラ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/347938?locale=ja&target=l

7 みんなの恋愛映画100選
長場雄絵/山瀬まゆみ, 小川

知子, 中村志保文
オークラ出版 0003718353

図書館1F 知の

トライアスロン
778/ヤマ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/363368?locale=ja&target=l

8 シャガール ダフニスとクロエー 普及版
マルク・シャガール絵/ロ

ンゴス文/松平千秋訳
岩波書店 0002843698 図書館3F 734シヤ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/254812?locale=ja&target=l

9
Love展:アートにみる愛のかたち : シャガールから草間彌生、初音ミク

まで : 六本木ヒルズ・森美術館10周年記念展
森美術館編 平凡社 0003460344 図書館3F 706.9/モリ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/330549?locale=ja&target=l

10 藤村詩抄 島崎藤村 岩波書店 0001541038 図書館2F 文庫 911.56/シマ https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/122425?locale=ja&target=l

イギリスの天文学者エドモンド・ハレーは、彗星の研究を行ったことで知られています。ハレーは、先駆的な微積分を応用して自身が

1682年に観測した大彗星の軌道を検証し、その大彗星が太陽の周囲を長期間かけて周回する太陽系の一員であることを突き止めまし

た。彼の功績を讃えてこの大彗星はハレー彗星と命名されています。

1896年10月30日、島崎藤村が『文学界』46号に「初恋」の詩を発表したことにちなんで、藤村ゆかりの宿である長野県の老舗旅館が、

この日を「初恋の日」と制定しました。
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