
 

           

「Frozen」は映画「アナと雪の女王」の原題。先日、オレイア先生との会話の

中で出てきました。あと思い当たったのがピクサーの「リメンバー・ミー」。原

題は「Coco」なんですね。ちょっと知らなかったりします。少し古いところで

「今を生きる」は「Dead Poets Society（死せる詩人の会）」が原題です。 

逆に日本映画が外国でどのようなタイトルで紹介されているかというと、 

「千と千尋の神隠し」⇒「SPIRITED AWAY」 

「天気の子」⇒「WEATHERING WITH YOU」 

「カメラを止めるな」⇒「One Cut of the Dead」、ちょっと洒落たタイトルね。 

紹介した映画すべてＥＭＣにあり〼 

 新着図書ピックアップ  

『雷』 

 小林文明【著】 

夏は、積乱雲による雷が多く発生します。あの音、怖いですね。雷の発生源

である雷雲はどのような条件で発生するのでしょうか。著者の最近の研究を交

えながら雷雲の内部構造を解説しています。 

さらに、近年の雷観測システム、最新の雷像を紹介し、雷の基礎知識を学べ

ます。実際にあった雷の事故について紹介し、落雷から身の守る方法を紹介し

ています。（尾崎） 

 

『忍者「負けない心」の秘密』 

小森照久【著】 

三重県の医師であり、忍者文化の研究で有名な著者。 

「忍者」は命の危機と常に隣り合わせで、敵地の情報収集、暗殺、警護など、

陰で任務をはたしていました。身体能力と強い精神をもち生き抜いてきた、忍

者たちの強靭な心はどのようにして生み出されたのか? 

不安が消える呼吸法・集中するための忍者の型とは?どんなに歩いても疲れ

ない体の使い方・病気やケガを解決する医術等、現代科学が明らかにした知ら

れざる忍びの心技体。（尾崎） 

『あの本は読まれているか』  

ラーラ・プレスコット【著】吉澤 康子【訳】 

東西冷戦下、ソ連の作家パステルナークが書いた一冊の小説「ドクトル・ジ

バコ」。内容が反体制的として自国では禁書なっていたのですが、アメリカＣＩ

Ａがこの本を密かに手に入れ、それをソビエトの人々の間に広めることによっ

て社会主義体制を揺さぶろうとする「ドクトル・ジバコ作戦」を行いました。

本書はこの作戦をもとにしたフィクションです。「文学」は社会や人々の思想を

変えるだけの力を持っているということ、ですか。（大塚） 

 

 

『パンプキン! 模擬原爆の夏』 

令丈ヒロ子/宮尾和孝【著】 

1945 年、広島・長崎への原爆投下練習として同じ大きさの模擬原爆が日

本各地へ落とされ（三重県四日市市にも）、死者400 人負傷者1200 人を出

していました。このダミー爆弾の通称こそ、本書のタイトルとなった「パンプ

キン」。5 年生のヒロカは自分の家の近くにもパンプキンが落とされていたと

知り自由研究で調べていくことに…。著者は『若おかみは小学生！』シリーズ

などでおなじみの令丈ヒロ子氏。（大塚） 

新着ピックアップは毎月、司書が「これはぜひ読んで！」と思う本を選りすぐってお届けします。 

上記以外にも新着図書がたくさん届いています。カウンター前の新着コーナーをご覧ください。 

「Frozen」、「Coco」。 さて、なんでしょう。 

令和2 年7 月号 Vol.34 

情報メディア教育センター 

この数字 

図書館の本、「分類記号」って聞いたことある？ 

図書館のすべての本の背表紙に貼り付けてある3 段のラベル。右の写真のような上段3 ケ

タの数字、何を表しているか知っていますか？正解はその本に書かれている内容を表してい

て、数字は「分類記号」とよばれています。右のような900 番台の数字がついていたら、そ

の本は文学。日本の小説は913、詩集は911、エッセイは914、海外の英米の小説は933

ってとこかな。また、日本の小説の中でも、その本が書かれた時代によって 

古事記は  913.2 

源氏物語は 913.31 

平家物語は 913.434 と桁数を増やして区別することもあるんです。 

（因みにＥＭＣでは3 ケタの数字で分類しているので、古事記も源氏物語もすべて「913」なんですけどね。） 

分類記号をつけるのは結構大変ですが、図書館の本は分類記号をもとに書架に収められているので必須作

業！分類記号のおかげで似たようなテーマの本が書架の近い場所に並び、自然と本の整理ができるようになっ

ています。また皆さんが何か目当ての本を探しだすときにも便利なもの。でもこのラベルや分類記号に気付い

てくれている人は案外少ないんじゃないかな。 

 

さて、この「分類記号」にスポットを当てた作品を一つご紹介します。 

とある高校の図書委員らが挑む連作短編ミステリー集『本と鍵の季節』に収録の作品で、

タイトルもズバリ「913」。亡くなった祖父の残した金庫を開ける手がかりは、書架に

並んだ数冊の本と祖父の「大人になったらわかる」の言葉。はたして金庫を開けること

はできるのか…。ともあれ本のラベルや分類記号という影の薄い存在が謎解きのキーに

なっている、なかなか無いお話です！ 

この本には「913」以外にも本や図書委員の仕事にまつわる5 編のミステリーが入って

います。高校生たちの掛け合いはスマートかつクールですが、 

どの話も結末はほろ苦いコーヒーを飲んだ時のようにちょっとビター。 

興味を持ったら読んでみてください。（大塚） 



７月の開館予定 

※ 

 

 

     

 

 

今回ご紹介する本、EMC に存在しません！！！個人的な趣味の延長の料理本です。 

料理本といえば、約２年前に“あの本”を紹介して以来です。 

あの本とは、『みそ汁はおかずです。』瀬尾 幸子さん（著）キッカケは、妻が作るみそ汁が××かっ

たこと。（×に入るワードは察してください…。）我が家の味噌汁事情を変えたい。その一心でした。 

あれから約２年が経ちました。せっかくですので、妻の味噌汁事情を報告させていただきます。 

…( -゚ )゚（察してください。） 

それに、気づいたことが１点、あの本 自宅から姿を消しました…。 

もっ、もしかしたら、メルカリに出品されて旅立ったかも( -゚ )゚  

…忘れよう。 

今回の料理本は安心してください。私がちゃんと使います！価格は、なんと4,378 円！高ッッ

ッ！くはないんです。なんと、付録にキャンプで使えるLODGE の鉄鍋(右上の写真)が付いてくるん

です。しかも非売品♪もちろん付録目当てで購入しました。それにしても、付録に鉄鍋が付く時代な

んですね。笑っちゃいます。小説とかにも付録が付く時代が来るかもしれませんね。 

付録を除くと本代は1,000 円ちょいといったところでしょうか？個人的には超お買い得でした

（鉄鍋が）。さっそく、40 種類のレシピ本をパラパラパラっと読了！（笑） 

薄型のの一般的な鉄鍋と違い、付録の鉄鍋は深型なので料理の幅が広がる！ どうやら、この鉄鍋 

直火以外にＩＨにも対応しているようです。優秀！！！コロナ禍でキャンプに行

けないので、家で調理♪調理器具を変えるだけでここまで味が変わるとは正直驚

きです。これを使って味噌汁を… 

いや、それはない( -゚ )゚ 

普段の料理を１段階 レベルを上げてくれる鉄鍋いかがでしょうか？特にアウト

ドア派の方におすすめの一冊？一品？です。 

いやぁ~鉄鍋の紹介になっちゃいましたね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勉強ができる人にとっても、学年が上がるごとに難しくなってきますよね。 

やる気が出ない・勉強の仕方がわからない・何に興味があるのかわからない…。そ

う言っているうちに期末テストがやってきます。 

そこで、勉強の得意な人にも苦手な人にも、やる気の出る本・学び方・成績が上が

るノート術・体験談などを紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示の本はこの他にもたくさんあります。自分に合った本を手に取ってください。 

『ドラゴン桜』のようにコミックからも学べる本もありますよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なるほど 

編集後記  

夏の日差しがきつい！ 朝しっかり日焼け止めを塗ってお肌を守らなければ。 

若いからといって、ガンガン日差しを浴びていたら、シミになっちゃうぞ！ 

何より涼しい図書館にいらっしゃいませ（尾崎） 

 

趣味は読書と言いたい・藤崎一臣の本、読んでいこう！ vol.31 

『LODGE(ロッジ)の底までまるい鉄鍋の本 ボウルパンレシピ40』 

川上ミホ【著】 

※お薦め本はリレー連載です。次のバトンはどなたに渡るかな？ 

脳研究の最前線であるカロリンスカ研究所でリサーチャーとして活動していたアンダース・ハン

セン氏が医学と科学のエビデンスから「脳の秘密」を紐解いていく。 

 運動が「IQ」「記憶力」「集中力」を強化する!?運動と学力というこれまで相いれない関係と思わ

れていたものが覆ります。運動が脳に及ぼす影響を科学的エビデンスに基づき解説しているので、

みなさんもこの本を読んだら身体を動かしたくなるかもしれません。 

 

図書館からのお知らせ 

 期末テスト期間（9 日～27 日）は、閉館時間を延長（～18：50）します。 

 皆さん、読みたい本はありませんか？リクエスト用紙にドンドン書いてくださいね。 

 EMC のグループスタディルームは1 週間前から予約できます。テスト前の予約はお早めに！。 

がんばりま
しょう   

1 水 8:10-17:50

2 木 8:10-17:50

3 ⾦ 8:10-17:50

4 土 休館

5 日 休館

6 月 8:10-17:50

7 火 8:10-17:50

8 水 8:10-17:50

9 木 8:10-18:50

10 ⾦ 8:10-18:50

11 土 休館

12 日 休館

13 月 8:10-18:50

14 火 8:10-18:50

15 水 8:10-18:50

16 木 8:10-18:50

17 ⾦ 8:10-18:50

18 土 休館

19 日 休館

20 月 8:10-18:50

21 火 8:10-18:50

22 水 8:10-18:50

23 木 休館

24 ⾦ 休館

25 土 休館

26 日 休館

27 月 8:10-18:50

28 火 8:10-17:50

29 水 8:10-17:50

30 木 8:10-17:50

31 ⾦ 休館/館内整理

7月

体験談！ 

学び方！ 

ノート術！ 

やる気が出る！  

ｎどなる

勉強のコツは本にあり❕ 

『くまモンのふんわりやる気になる言葉』 

くまモンと読む世界の名言。世界の偉人・文豪の元

気になれる名言集。心を軽くして元気にしてくれる

言葉がつまっています。明日からまた頑張ろうと思

えるかもしれません。 

『高校一冊目の参考書』 

勉強に不安を抱く高校生・田中

真草の14 日間のストーリーを

読むだけで効率の良い勉強法が

楽しくわかる。 

こ
ん
な
本 

い
か
が
。 

第29 回 峰 達矢先生おすすめ 

「BRAIN 一流の頭脳」 アンダース・ハンセン / 御舩 由美子[訳] 


