
１０月１２日は 

 
由来 

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。 

本日の図書リスト 

№ 書名 著者 出版社 資料 ID 

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 

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 

3 図説マヤ文明 (ふくろうの本) 嘉幡茂著 河出書房新社 0003776704 

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 

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 

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 

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 

 

＋α  この棚、覗いてみては？ 

 ◎大航海時代について知る 

  世界史：近代史 ☛ 請求記号 209.5 

 

 ◎アメリカ先住民の文化について知る 

  民族学・文化人類学：アメリカ ☛ 請求記号 389.53 

 

 ◎船について知る 

  海洋工学・船舶工学 ☛ 請求記号 550 

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
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/302264?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/485021?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/277235?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/277235?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/287802?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/287802?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/479009?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/479009?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/344961?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/344961?locale=ja&target=l


１０月１３日は 

麻酔の日 
由来 

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。 

本日の図書リスト 

№ 書名 著者 出版社 資料 ID 

1 手術室の中へ  弓削孟文著 集英社 0002362229 

2 
麻酔の科学 : 手術を支える力持ち 第

2 版  
諏訪邦夫著 講談社 0003165560 

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 

4 医学の歴史大図鑑 オフィス宮崎 河出書房新社 0003704592 

5 
種子植物 双子葉類 3 (朝日百科植

物の世界:1-11) 
  朝日新聞社 0001596403 

6 世界史を変えた薬  佐藤健太郎著 講談社 0003579695 

 

＋α  この棚、覗いてみては？ 

 ◎外科手術について知る 

  外科学 ☛ 請求記号 494 

 

 ◎感覚と脳のかかわりについて知る 

  基礎医学：神経系・感覚器の生理 ☛ 請求記号 491.37 

 

 ◎草花について知る 

  花卉園芸 ☛ 請求記号 627 

 

https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/219529?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/295674?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/295674?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/349592?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/349592?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/349632?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/210735?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/210735?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/354797?locale=ja&target=l


 

 

 

１０月１４日は 

由来 

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。 

本日の図書リスト 

№ 書名 著者 出版社 資料 ID 

1 世界の駅 三浦幹男 ピエ・ブックス 0003157848 

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 

3 図説世界史を変えた 50の鉄道 ビル・ローズ 原書房 0003477076 

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 

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 

6 ターナー (巨匠の絵画技法) W.ハーディ エルテ出版 0001023459 

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 

 

＋α  この棚、覗いてみては？ 

 ◎鉄道について知る 

  鉄道 ☛ 請求記号 686 

 

 ◎電車が走る仕組みについて学ぶ 

  鉄道工学 ☛ 請求記号 516 

 

 ◎旅行・観光について調べる 

  観光事業 ☛ 請求記号 689 

 

 

 

https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/289758?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/324679?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/324679?locale=ja&target=l
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/358152?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/338386?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/102449?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/343460?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/343460?locale=ja&target=l


 

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。 

№ 書名 著者 出版社 資料 ID 

1 遠きにありて 西川美和 文藝春秋 0003747810 

2 赤ヘル 1975 重松清 講談社 0003486276 

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 

4 エースの覚悟 (光文社新書:639) 前田健太 光文社 0003462713 

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 

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 

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  ベストセラーズ 0003566824 

◎野球について調べる 

  球技：野球 ☛ 請求記号 783.7 

 

 ◎広島について知る 

  いちコモ前の展示「新入生応援企画 学ぶキミを応援したい」にて広島ゆかりの資料を展示中！ 

 

 ◎鑑賞用の魚について知る 

  水産増殖・養殖業：観賞魚：金魚・熱帯魚・メダカ・グッピー ☛ 請求記号 666.9 

 

https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/361687?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/334936?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/12618?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/329970?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/346121?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/346121?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/364813?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/364813?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/341961?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/341961?locale=ja&target=l


１０月１６日は 

オスカー・ワイルド誕生日 
由来 

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。 

本日の図書リスト 

№ 書名 著者 出版社 資料 ID 

1 サロメ ワイルド 光文社 0003239094 

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 

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 

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 

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 

6 ドリアン・グレイの肖像 オスカー・ワイルド 岩波書店 0003754276 

7 幽 (百年文庫:84)   ポプラ社 0003133675 

8 童話集幸福な王子 : 他八篇  オスカー・ワイルド 岩波書店 0003774823 

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 

 

＋α  この棚、覗いてみては？ 

 ◎イギリスの戯曲について知る 

  英米文学：戯曲 ☛ 請求記号 932 

 

 ◎ビアズリーの画集が見たい 

  洋画：イギリス ☛ 請求記号 723.33 ビア 

 

 ◎他の作家の短編も読みたい 

  図書館 2階の百年文庫（上記 6と同じシリーズ）を読んでみよう ☛ 請求記号 908.3/ヒヤ 

https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/314424?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/151903?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/151903?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/315528?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/181737?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/346069?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/346069?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/346069?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/475913?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/311289?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/483422?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/331047?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/331047?locale=ja&target=l
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