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香川短期大学附属図書館 

 

図 書 館 通 信  
 

『冬がなければ、春をそんなにも気持ちよく感じない。私たちは時に逆境を味わわなけ

れば、幸福をそれほど喜ばなくなる。』   [シャーロット・ブロンテ] イギリスの小説家   

 

厳しい寒さが続きますが、図書館ではこの冬も館内で楽しいイベントをたくさん行って

います。展示コーナーでは郷土特集を設け、展示資料を使ってのクイズ大会を開催中です。 

また、毎年大好評の『私が選ぶ図書館の 100 冊』も決定しました！ 

気になる投票結果は後ほど紙面にて紹介します。 

 

かがわＬＯＶＥ！特集 第 1 弾 知ってる？ 丸亀市 のあれこれ 

 

郷土特集第 1 弾として今回はお隣の丸亀市のコーナーを設けています。 

丸亀市に在住している人気作家の山下貴光さんが丸亀市とコラボして話題になった短編

推理小説「見えないワタシ」も館内にあります。山下さんの作品は、他にもいろいろあり

ますので、この機会に郷土作家の作品に触れて 

みてください。 

また、丸亀市の資料を利用したクイズ大会も 

開催中！クイズに答えてくれた皆さんには、 

ささやかですがプレゼントも！？展示資料で 

調べると、必ず解けるようになっています。 

是非チャレンジしてください！ 

 

 

陸前高田市図書館再建プロジェクト 

 

2014 年 10/14～10/24 

香川短期大学学生赤十字奉仕団が主催する陸前高田市図書館再建プロジェクトに、今

年度も附属図書館が協力しました。学内で図書の寄付を呼びかけたところ、図書、CD

合わせて 230 点が集まり「陸前高田市図書館ゆめプロジェクト」に赤十字奉仕団の学

生達が梱包をして送りました。送った図書は換金され、陸前高田市に寄付されることに

なりました。ご協力ありがとうございました。 



 

         

  

 

 
 

 毎年大好評の「私が選ぶ！図書館の 100 冊」今年度も 11/18～12/2 に附属図書

館で実施しました。書店からお借りした図書に番号をつけて展示し、入れて欲しいと思

う図書の番号を投票するという方法で行いました。 
閲覧室の中央に設置した 100 冊選の展示台の 

周辺には毎日人だかりができ「早く読みたい」 

という声が多く聞かれました。 

学生、職員、一般利用者のみなさんが 

参加してくださった総投票数は、699 票    

になりました。気になる投票結果を紙面で 

紹介していきます。 

       

 

  

 

総     合  

 タイトル 著者 出版社 

1 世界で一番美しい猫の図鑑  タムシン・ピッケラル エクスナレッジ 

2 おかんメール 『おかんメール』制作委員会 扶桑社 

3 夜空と月の物語  パイインターナショナル 

3 しろくまのパンツ tupera tupera ブロンズ新社 

5 本当に旨いサンドウイッチの作り方 100 太田高広 イカロス出版 

5 希望名人ゲーテと絶望名人カフカの対話 ハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ 飛鳥新社 

7 １００冊の絵本と親子の 3000 日 三木 みな子 教育出版 

8 情報は１冊のノートにまとめなさい 完全版 奥野 宣之 ダイヤモンド社 

8 察しない男、説明しない女 五百田 達成 ディスカヴァー・トゥエンティワン 

10 昭和の子ども生活絵図鑑 奥成 達 金の星社 



 

                

                 

学       生  

 タイトル 著者 出版社 

1 世界で一番美しい猫の図鑑 タムシン・ピッケラル エクスナレッジ 

2 おかんメール 『おかんメール』制作委員会 扶桑社 

3 夜空と月の物語  パイインターナショナル 

4 100 冊の絵本と親子の３０００日 三木 みな子 教育出版 

4 しろくまのパンツ Tupera tupera ブロンズ新社 

6 THE REAL WEDDING BOOK  主婦と生活社 

6 りんごかもしれない ヨシタケ シンスケ ブロンズ新社 

8 ドーナツを穴だけ残して食べる方法 大阪大学ショセキカプロジェクト 大阪大学出版会 

9 察しない男、説明しない女 五百田 達成 ディスカヴァー・トゥエンティワン 

9 自分は自分、人は人 和田秀樹 新講社 

  

 

            

 

教   職   員 

 タイトル 著者 出版社 

1 希望名人ゲーテと絶望名人カフカの対話 ハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ 飛鳥新社 

2 情報は 1 冊のノートにまとめなさい 奥野 宣之 ダイヤモンド社 

3 たった３行のシンプル手紙術 むらかみ かずこ 日本経済新聞出版社 

4 アルフレッド・アドラー 

人生に革命がおきる 100 の言葉 

アルフレッド・アドラー ダイヤモンド社 

4 庭師が語るヴェルサイユ アラン・バラトン 原書房 

6 おかんメール 『おかんメール』制作委員会 扶桑社 

6 読む技術 塚田 泰彦 創元社 

6 察しない男、説明しない女 五百田 達成 ディスカヴァー・トゥエンティワン 

6 最高の休日世界の美しい都市 高作 自子 他 日経ナショナルジオグラフィック 

6 世界で一番美しい猫の図鑑 タムシン・ピッケラル エクスナレッジ 

  

  

 



 

 

               

 

一     般 

 タイトル 著者 出版社 

1 本当に旨いサンドウイッチの作り方 100 太田高広 イカロス出版 

2 いまからこそ楽しみたい新幹線の旅 梅原 淳 PHP 研究所 

3 図説 世界の文字とことば 町田 和彦 河出書房出版 

4 情報は１冊のノートにまとめなさい 奥野 宣之 ダイヤモンド社 

4 山本美香が伝えたかったこと 山本 美香 山梨日日新聞社 

 4 察しない男、説明しない女 五百田 達成 ディスカヴァー・トゥエンティワン 

4 折れない自信をつくるシンプルな習慣 心屋 仁之助 朝日新聞出版 

4 僕の死に方～ 

エンディングダイアリー５００日 

金子 哲雄 小学館 

4 子育てがプラスを生む「逆転」仕事術 小室淑恵 朝日新聞出版 

4 昭和の子ども生活絵図鑑 奥成 達 金の星社 

 

 

     

おかげさまで今年度も皆様の投票により『私が選ぶ！図書館の 100 冊』が 

   決定しました。選ばれた本は、どれもこれも本当に面白そうで素敵な本！ 

   そのため展示をしている時から「この本、もう借りられますか？」と言う 

声も多くあり、早く皆さんに読んでもらえるように頑張って準備していき 

ました。 

    投票結果は総合で選ばれたベスト 10 位、学生からのベスト 10 位、 

   教職員からのベスト 10 位、一般の方からのベスト 10 位を掲載しました。 

   また、どんな１００冊が入ったか興味のある方もいると思いますので、 

この後に『私が選ぶ！図書館の１００冊』2014～決定した 100 冊～リ 

ストも添付しましたので、どうぞご覧ください♡ 

 投票参加にご協力くださった皆様、また日頃から図書館を利用してく 

ださっている皆様ありがとうございました。 

 これからも附属図書館をどんどんご活用くださいますよう、よろしくお願 

い致します。 

 

 



「私が選ぶ！図書館の 100 冊」201４～決定した 100 冊～ 

 

 タイトル  タイトル 

１ 世界で一番美しい猫の図鑑 ２２ 
アルフレッド・アドラー人生に革命がおきる

100 の言葉 

２ おかんメール ２３ はじめての手作り石けん 

３ 夜空と月の物語 ２４ アイデアが枯れない頭のつくり方 

４ しろくまのパンツ ２５ 庭師が語るヴェルサイユ 

５ 本当に旨いサンドウイッチの作り方 100 ２６ 
いまこそ楽しみたい新幹線の旅～夢の超特急

誕生から 50 年～ 

６ 希望名人ゲーテと絶望名人カフカの対話 ２７ 「おネエことば」論 

７ 100 冊の絵本と親子の 3000 日 ２８ ディズニーの英語 アナと雪の女王 

８ 情報は 1 冊のノートにまとめなさい  ２９ 悩まない～あるがままで今を生きる～ 

９ 察しない男、説明しない女 ３０ ふらりおへんろ旅 

１０ 最高の休日世界の美しい都市 ３１ 讃岐の一豪農の三百年 

１１ 昭和の子ども生活絵図鑑 ３２ ベニシアの京都里山日記 

１２ たった 3 行のシンプル手紙術 ３３ それでも僕は夢を見る 

１３ ドーナツを穴だけ残して食べる方法 ３４ ぽんちんぱん 

１４ 
僕の死に方～エンディングダイアリー500

日 
３５ 東欧のかわいい陶器 

１５ THE REAL WEDDING BOOK ３６ もう一度会いたくなる人の話し方 

１６ たべものくらべっこえほん ３７ ムーミンを生んだ芸術家トーヴェ・ヤンソン 

１７ りんごかもしれない ３８ 
ミセス・シンデレラ～夢を叶える発信力の磨

き方～ 

１８ 読む技術～成熟した読書人を目指して～ ３９ 山本美香が伝えたかったこと 

１９ 自分は自分人は人～争わない「生き方」 ４０ 折れない自信をつくるシンプルな習慣 

２０ 死ぬまでに行きたい!世界の絶景<日本編> ４１ 
うつ病で半年間寝たきりだった僕が、PC 一

台で世界を飛び回るようになった話 

２１ ふくろうデイズ ４２ 「ストーカー」は何を考えているか 



 タイトル  タイトル 

４３ 図説 朝食の歴史 ６１ 鮨すきやばし次郎 

４４ 
うどんの時間～Happiness taste of 

Sanuki‐Udon～ 
６２ 

ヤバい予測学～「何を買うか」から「いつ死

ぬか」まであなたの行動はすべて読まれてい

る～ 

４５ 
料理と栄養の科学～「おいしい!」を解き明

かす～    
６３ 

ブーケシャンペトルア・ラ・メゾン～フラン

ス・パリのシャンペトルブーケで暮らしを彩

る～ 

４６ 461 個の弁当は、親父と息子の男の約束。 ６４ 破門 

４７ ドールハウス・コーディネイト・レシピ ６５ 香川県庁舎 1958 

４８ なぜ競馬学校には「茶道教室」があるのか ６６ 
辛口・幸福論～生きるすべてを「真剣な遊び」

に 

４９ 大方言 ６７ アイネクライネナハトムジーク 

５０ ずるいえいご～丸暗記はいりません!～ ６８ 3 時のアッコちゃん 

５１ ぼくのくつしたはどこ?  ６９ 山折哲雄の新・四国遍路 

５２ 
嫌われる勇気～自己啓発の源流「アドラー」

の教え～ 
７０ ホンのひととき 

５３ 聞く力<2> 叱られる力 71 しない生活 

５４ 空海さんに聞いてみよう ７2 

99 歳ユダヤのスーパー実業家が孫に伝えた

無一文から大きなお金と成功を手に入れる習

慣 

５５ あなたの人生を楽園にするハワイ式風水 ７3 秘湯、珍湯、怪湯を行く！ 

５６ イギリス鉄道でめぐるファンタジーの旅 ７4 瀬戸内海モダニズム周遊 

５７ 慰安婦問題 ７5 消された「西郷写真」の謎 

５８ 
 これでわかったビットコイン～生きのこ

る通貨の条件～ 
７6 

片山正通教授の「好きなこと」を「仕事」に

しよう 

５９ 
コサインなんて人生に関係ないと思ってい

た人のための数学のはなし 
７７ ムラムラする宇宙 

６０ 
科学者の発表倫理～丌正のない論文発表を

考える～ 
７８ 話したくなる！つかえる生物 



 タイトル  タイトル 

７９ 
ストレッチで丌調を改善する伸活～ストレ

ッチで肩こり・腰痛・疲れが確実に消える! 
100 

無業社会～働くことができない若者たちの未

来～ 

８０ 紙つなげ!彼らが本の紙を造っている 100 温泉の科学 

８１ わたしの愛用品(天然生活ブックス) 100 長生きしたけりゃふくらはぎをもみなさい 

８２ 社員公認「にんべん」のかつお節レシピ 100 5 アンペア生活をやってみた  

８３ 育てて楽しむ手のひら園芸 100 
キッチンの歴史～料理道具が変えた人類の食

文化～ 

８４ 世界文化遺産富岡製糸場と明治のニッポン 100 男が育休を取ってわかったこと 

８５ 
犬と人の生物学～夢・うつ病・音楽・超能

力～ 
100 たまご大事典 

８６ SIMONDOLL 100 イベリコ豚を買いに 

87 千年クイズ 100 ツカむ！話術 

８8 いま、村上春樹を読むこと 100 闇の守り人 

89 下町ロケット 100 自負と偏見 

９０ シャバはつらいよ 100 春の庭 

９１ 
1 日 5 分副交感神経アップで健康になれる!

～「首」にすべての原因があった～ 

100 
ハケンアニメ! 

９２ 銀翼のイカロス([半沢直樹シリーズ]) 100 ジェームズ・ボンドは来ない 

９３ 想像の翼にのって～村岡花子エッセイ集～ 
100 医者に殺されない 47 の心得～医療と薬を遠

ざけて、元気に、長生きする方法～ 

９４ 誮がタブーをつくるのか? 100 明日の子供たち 

９５ おかげさまで生きる 100 悟浄出立 

９６ 
なぜあなたは「愛してくれない人」を好き

になるのか(文庫ぎんが堂 に 2-2) 

100 
魔法使いと刑事たちの夏 

９７ 
今いる場所で幸せになれる女(ひと)の心の

もち方 

100 
長友佑都体幹トレーニング 20 

９８ 街場の共同体論 100 東京の 100 横丁 

９９ 子育てがプラスを生む「逆転」仕事術   

 


