
１０月１９日は 

日ソ国交回復の日 
由来 

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。 

本日の図書リスト 

№ 書名 著者 出版社 資料 ID 

1 ゴルバチョフに会いに行く 亀山郁夫 集英社 0003673751 

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 

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 

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 

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 

6 ロシアは今日も荒れ模様 米原万里 日本経済新聞社 0002330747 

7 ロシアを知る。 池上彰 東京堂出版 0003755761 

 

＋α  この棚、覗いてみては？ 

 ◎ロシア・ソ連の政治について学ぶ 

  政治史・事情：ロシア［ソビエト連邦］ ☛ 請求記号 312.38 

 

 ◎社会主義について知る 

  社会思想・社会主義 ☛ 請求記号 309 

 

 ◎ロシアの詩、小説、エッセイを読む 

  ロシア文学 ☛ 請求記号 980 

 

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/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/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/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


１０月２０日は 

頭髪の日 
由来 

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。 

本日の図書リスト 

№ 書名 著者 出版社 資料 ID 

1 櫛 (NHK美の壺) NHK「美の壺」制作班編 日本放送出版協会 0000014304 

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 

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 

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 

5 俵万智訳みだれ髪 俵万智, 与謝野晶子 河出書房新社 0003718285 

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 

5 日本の髪型 南ちゑ 紫紅社 0001021486 

 

＋α  この棚、覗いてみては？ 

 ◎ファッションに関する本を読む 

  その他の雑工業：被服と見廻品 ☛ 請求記号 589.2 

 

 ◎髪型の歴史を知る 

  衣食住の習俗：結髪史・髪型・髪飾り・化粧史 ☛ 請求記号 383.5 

 

 ◎「美しい」とは何か考える 

  芸術理論・美学：芸術哲学・美学・美学史 ☛ 請求記号 701.1 

 

 

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/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/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/310226?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/193918?locale=ja&target=l


１０月２１日は 

関ヶ原の戦い 
由来 

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。 

本日の図書リスト 

№ 書名 著者 出版社 資料 ID 

1 
変り兜 : 戦国の cool design (とん

ぼの本) 

橋本麻里 新潮社 0003470305 

2 関ケ原合戦記 (日本合戦騒動叢書:7) 西野辰吉 勉誠社 0002046129 

3 関ヶ原の合戦 岐阜市歴史博物館 岐阜市歴史博物館 0002989457 

4 戦国武将の実力 : 111人の通信簿  小和田哲男 中央公論新社 0003578230 

5 キネマ旬報, 1755 <2569>, 2017  キネマ旬報社 1001397526 

6 藝術新潮, 66(6), 2015   新潮社 1001317678 

7 
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 

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 

 

＋α  この棚、覗いてみては？ 

 ◎日本の歴史について知る 

  日本史 ☛ 請求記号 210 

 

 ◎日本の刀に関する本を読む 

  金工芸：刀剣・鍔・刀工・鐔工 ☛ 請求記号 756.6 

 

 ◎戦いは情報…スパイについて学ぶ 

  戦争・戦略・戦術：軍事情報・軍機保護・スパイ活動 ☛ 請求記号 391.6 

 

https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/330013?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/350558?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/353911?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/329637?locale=ja&target=l


１０月２２日は 

アニメの日 
由来 

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。 

本日の図書リスト 

№ 書名 著者 出版社 資料 ID 

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 

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 

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 

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 

5 アニメーション、折りにふれて 高畑勲 岩波書店 0003482636 

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 

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 

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 

 

＋α  この棚、覗いてみては？ 

 ◎アニメーションのことを知る 

  映画：漫画映画・アニメーション ☛ 請求記号 778.77 

 

 ◎白蛇伝のような中国の民話を読む 

  伝説・民話：中国 ☛ 請求記号 388.22 

 

 ◎マンガについて知る 

  漫画・挿絵・童画：漫画・風刺画・劇画 ☛ 請求記号 726.1 

https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/340880?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/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/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/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/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/363639?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/363639?locale=ja&target=l


１０月２３日は 

電信電話記念日 
由来 

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。 

本日の図書リスト 

№ 書名 著者 出版社 資料 ID 

1 スマホを落としただけなのに 志駕晃 宝島社 0003736104 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

 

＋α  この棚、覗いてみては？ 

 ◎電気通信について学ぶ 

  通信工学・電気通信 ☛ 請求記号 547 

 

 ◎電話について知る 

  電気通信事業：電話 ☛ 請求記号 694.6 

 

 ◎SNSについての本を読む 

  情報科学：情報と社会・情報産業 ☛ 請求記号 007.3 

 

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/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/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/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/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/335653?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/306201?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/306201?locale=ja&target=l
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