
 

 

１０月２６日は 

デロリアン完成の日 
由来 

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。 

本日の図書リスト 
№ 書名 著者 出版社 資料 ID 

1 
サクラダリセット : CAT,GHOST and 
REVOLUTION SUNDAY 

河野裕 角川書店 0003139394 

2 
バック・トウ・ザ・フューチャー 改
訂版 1～3 

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 

0001073744 
0001073751 
0001073768 

3 
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 

4 タイムマシンの話 都筑卓司 講談社 0003213353 

5 タイムマシンと時空の科学 真貝寿明 ナツメ社 0003194171 

6 タイムトラベルの哲学 新版  青山拓央 筑摩書房 0003071779 

7 
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 

8 ある日どこかで リチャード・マシスン 東京創元社 0003486399 

9 夏への扉 新訳版 ロバート・A・ハイン
ライン 

早川書房 0003137833 

10 
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 

11 ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾  KADOKAWA 0003660713 

12 冷たい校舎の時は止まる 上 辻村深月 講談社 0003081433 

13 冷たい校舎の時は止まる 下 辻村深月 講談社 0003081440 

14 ドゥームズデイ・ブック 上  コニー・ウィリス 早川書房 0003777435 

15 ドゥームズデイ・ブック 下 コニー・ウィリス 早川書房 0003777442 

 

＋α  この棚、覗いてみては？ 

 ◎科学的な視点で時間について学ぶ 

  理論物理学 ☛ 請求記号 421 

 

 ◎哲学的な視点で時間について学ぶ 

  自然哲学・宇宙論 ☛ 請求記号 112 

 

https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/315186?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/315186?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/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/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/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/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/315125?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/485207?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/485208?locale=ja&target=l


１０月２７日は 

テディベアズ・デー 
由来 

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。 

本日の図書リスト 

№ 書名 著者 出版社 資料 ID 

1 A bear called Paddington 1st ed  Michael Bond 
Kodansha 

International 
0002902159 

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 
筑摩書房 0003488577 

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 

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 
玄光社 0003746622 

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 東京美術 0003728987 

6 グリズリー : アラスカの王者 星野道夫 平凡社 0003671412 

7 デンデラ 天願大介監督  2000054724 

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 原書房 0003690383 

9 月刊みんぱく 42巻 2号 通号 485  民族学振興会 1001409045 

 

＋α  この棚、覗いてみては？ 

 ◎クマについて知る 

  哺乳類：クマ科 ☛ 請求記号 489.57 

 

 ◎アメリカ大統領について知る 

  政治史・事情：アメリカ ☛ 請求記号 312.53 

 

 ◎クマを神様としているアイヌの文化を学ぶ 

  民族学・文化人類学：北海道地方 ☛ 請求記号 389.11 

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/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/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/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/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/350522?locale=ja&target=l


１０月２８日は 

おだしの日 
由来 

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。 

本日の図書リスト 

№ 書名 著者 出版社 資料 ID 

1 
だしとは何か 熊倉功夫 アイ・ケイコーポ

レーション 

0003483749 

2 乾物の事典 星名桂治 東京堂出版 0003223130 

3 和食の知られざる世界  辻芳樹 新潮社 0003484067 

4 
和食手帖 和食文化国民会議監

修 

思文閣出版 0003733370 

5 英国一家、日本を食べる マイケル・ブース 亜紀書房 0003578605 

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 

7 かつお節と日本人 宮内泰介 岩波書店 0003457122 

 

＋α  この棚、覗いてみては？ 

 ◎料理に関する本を読む 

  食品・料理 ☛ 請求記号 596 

 

 ◎発酵食品について知る 

  食品工業：発酵工業 ☛ 請求記号 588.5 

 

 ◎味覚について学ぶ 

  基礎医学：神経系・感覚器の生理 ☛ 請求記号 491.37 

 

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/364721?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/329366?locale=ja&target=l


https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/345215?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/353660?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/330067?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/477466?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/323200?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/323200?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/363802?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/344354?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/344354?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/318071?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/342450?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/342450?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/314453?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/338561?locale=ja&target=l


１０月３０日は 

初恋の日 
由来 

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。 

本日の図書リスト 

№ 書名 著者 出版社 資料 ID 

1 陽だまりの彼女 越谷オサム 新潮社 0003462546 

2 勝手にふるえてろ 綿矢りさ 文藝春秋 0003507179 

3 君の名前で僕を呼んで アンドレ・アシマン オークラ出版 0003718346 

4 ペンギン・ハイウェイ 森見登美彦 角川書店 0003347881 

5 入門万葉集 上野誠 筑摩書房 0003764312 

6 恋愛を数学する ハンナ・フライ 朝日出版社 0003701911 

7 みんなの恋愛映画 100選 長場雄絵 オークラ出版 0003718353 

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 岩波書店 0002843698 

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 

10 藤村詩抄 島崎藤村 岩波書店 0001541038 

 

＋α  この棚、覗いてみては？ 

 ◎日本の恋歌を読む 

  詩歌：和歌 ☛ 請求記号 911.1 

 

 ◎人の感情について知る 

  普通心理学：情動：情緒・感情 ☛ 請求記号 141.6 

 

 ◎性の多様性について考える 

  家庭・性問題：性問題・性教育 ☛ 請求記号 367.9 

 

https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/330103?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/340297?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/364105?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/325641?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/479312?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/347938?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/363368?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/254812?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/254812?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/330549?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/330549?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/330549?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/330549?locale=ja&target=l
https://opac.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/volume/122425?locale=ja&target=l
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