
１０月 5日は 

レモンの日 
由来 

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。 

本日の図書リスト 

№ 書名 著者 出版社 資料 ID 

1 智恵子抄 高村光太郎 新潮社 0003617373 

2 檸檬・冬の日：他九篇 梶井基次郎 岩波書店 0000239592 

3 レモンの歴史 トビー・ゾンネマン 原書房 0003563861 

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 

5 高村光太郎美に生きる 高村光太郎 二玄社 0002036557 

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 

 

＋α  この棚、覗いてみては？ 

 ◎フルーツについて知る 

  果樹園芸 ☛ 請求記号 625 

 

 ◎高村智恵子の病、統合失調症について知る 

  内科学：心因精神病・機能的精神病 ☛ 請求記号 493.76 

 

 ◎香りについて学ぶ 

  油脂類：香料 ☛ 請求記号 576.6 
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https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/343617?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/343617?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/343617?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/143588?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/364017?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/364017?locale=ja&target=l


１０月６日は 

ル・コルビュジエ誕生日 
由来 

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。 

本日の図書リスト 

№ 書名 著者 出版社 資料 ID 

1 
Casa brutus : life design magazine 

20(3) 

 マガジンハウス 1001434214 

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 

3 近現代建築 
アンソニー・ハッセ

ル ほか 
ゆまに書房 0003230084 

4 展示空間 
Echelle-1,Fondation 

Le Corbusier 
建築資料研究社 0003314746 

5 美術館と建築 酒井忠康 青幻舎 0003462119 

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 

 

＋α  この棚、覗いてみては？ 

 ◎近現代の建築について知る 

  西洋の建築 ☛ 請求記号 523 

 

 ◎各地の美術館について調べる 

  学会・団体・会議：美術館・展覧会 ☛ 請求記号 706.9 

 

 ◎大工の仕事について知る 

  建築計画・施工：木工事・大工 ☛ 請求記号 525.54 

 

https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/308234?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/311174?locale=ja&target=l
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https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/342522?locale=ja&target=l


１０月７日は 

ミステリー記念日 
由来 

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。 

本日の図書リスト 

№ 書名 著者 出版社 資料 ID 

1 モルグ街の殺人；黄金虫 エドガー・アラン・ポー 新潮社 0003718155 

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 

3 犯罪学大図鑑 DK社 三省堂 0003759134 

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 

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 

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 

7 第二の銃声 アントニイ・バークリー 国書刊行会 0002926506 

 

＋α  この棚、覗いてみては？ 

 ◎古典ミステリーを読む 

  図書館 2階にリストの 6と同シリーズである世界探偵小説全集があります。 

   ☛ 請求記号 908.3 セカ 

 

 ◎犯罪にまつわる本を読む 

  社会：社会病理：犯罪・犯罪人 ☛ 請求記号 368.6 

 

 ◎芸術に関わる事件を知る 

  学会・団体・会議：美術商・価格・贋作・鑑定 ☛ 請求記号 706.7 
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https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/346624?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/264713?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/264635?locale=ja&target=l


１０月８日は 

骨と関節の日 
由来 

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。 

本日の図書リスト 

№ 書名 著者 出版社 資料 ID 

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 

2 動物の骨 ロブ・コルソン 辰巳出版 0003680148 

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 

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 

5 うつくしい美術解剖図 小田隆 玄光社 0003734537 

6 骨単（ホネタン） 原島広至 エヌ・ティー・エス 0003331491 

 

＋α  この棚、覗いてみては？ 

 ◎描くために人体の構造を学ぶ 

  芸術理論・美学：芸術解剖学：人体美・裸体画・顔 ☛ 請求記号 701.5 

 

 ◎スポーツする体を考える 

  スポーツ・体育：体育医学・スポーツ医学 ☛ 請求記号 780.19 

 

 ◎化石について知る 

  古生物学・化石 ☛ 請求記号 457 
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１０月 9 日は 

 
由来 유래  

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。 

本日の図書リスト 도서 목록 

№ 書名 著者 出版社 資料 ID 

1 筆で書くハングル 李安子 花乱社 0003767382 

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

3 地球の歩き方,D12 韓国 2018   ダイヤモンド社 0003680872 

4 訓民正音 趙義成 平凡社 0003177990 

5 日記を書いて身につける韓国語 小西明子 ベレ出版 0003483633 

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 

7 韓国映画で学ぶ韓国の社会と歴史   キネマ旬報社 0003675816 

 

＋α  この棚、覗いてみては？ 이 선반을보고 

 ◎韓国語を学ぶ 

  東洋の諸言語：朝鮮語、ハングル ☛ 請求記号 829.1 

 

 ◎韓国の社会について学ぶ 

  政治・経済・社会・文化事情：朝鮮 ☛ 請求記号 302.21 

 

 ◎韓国の歴史について知る 

  歴史：朝鮮 ☛ 請求記号 221 

 

 

 

어머니가  

사랑의 불시착에  

빠졌습니다 

https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/480133?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/354482?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/301505?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/332632?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/314499?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/347799?locale=ja&target=l

	1005.pdf
	1006
	1007
	1008
	1009

