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2022.7月号  
図書館だより 

夏休み開館カレンダー 

夏の特別貸出 
★ 貸出開始 7/13（水） 

★貸出期間 7/13～8/19 

★ 返却日   8/25（木） 

★ 貸出冊数 5冊まで 

月 火 水 木 金 土 日

7/18
海の日

19
20
終業式

21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

8/1 2 3 4 5 6 7

8 9 10
11
山の日

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24
25
始業式

26 27 28

【開館時間　9：00～16：30】 …休館日

※都合により変更になる場合があります。 

『三軒茶屋星座館』 

 柴崎竜人著 講談社 
 ⏰借りた本、返し忘れていませんか？

返却して気持ちよく夏休みを迎えましょう。

【先月号】 

七夕の季節。古今東西、いつの世も人は星に願いを託しました。

天文随筆家の野尻抱影は望遠鏡をのぞくことを、「空にぶら下が

る」と表現しています。倍率の分だけ星が大きく見えることを、自分

が宙に浮いて星に近づいていると捉えたのです。日常の喧噪から

離れて、悠久に輝く星との対話する時間は特別なものだったので

しょう。もしもそんなひと時を、ゆったりと味わえるお店があったら。

『三軒茶屋星座館』は都会の片隅にひっそりと佇むプラネタリウ

ム兼バー。店主・和真の営むこの店は、吹き抜けの天井にドームス

クリーンが設置され、訪れた人はドリンクを片手にリクライニング式

の客席で星空の世界に旅立つことができます。

しかし、そんな和真の理想とは裏腹に、店にくる面々は実に個性

豊かでにぎやか。様々なトラブルや悩みを打ち明ける客に、彼はプ

ラネタリウムを見せながら、ギリシャ神話を語り聞かせます。和真が

語るギリシャ神話は実にコミカル。静かに瞬く星空が、ドラマチック

でエキサイティングな舞台へと一変し、人々を引き込みます。人間と

同じように泣いたり、笑ったり、怒ったり、恋をしたり。和真が語る神

話は聞く人の心にストレートに響き、元気を与えます。星と星を結ん

で物語が生まれるように、人と人もまた、繋がって人生を歩んでい

く。上を向いて歩く人々をそっと包み込む温かな一冊です。
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書　　　名 著　者 出版社 請求番号
君はきっとまだ知らない 汐見　夏衛 スターツ出版 913　シ

くるまの娘 宇佐見　りん 河出書房新社 913　ウ

教養としての仏教思想史 木村　清孝 筑摩書房 181　キ

戦後民主主義に僕から一票 内田　樹 SBクリエイティブ 302　ウ

10代で知っておきたい「同意」の話 ジャスティン・ハンコック 河出書房新社 361　ハ

ルース・B・ギンズバーグ名言集 ルース・B・ギンズバーグ 創元社 289　キ

エントロピーの世界 鈴木　誠治 朝日新聞出版 116　ス

星空の楽しみかた KAGAYA 河出書房新社 442　カ

食べる経済学 下川　哲 大和書房 611　シ

タネ屋がこっそり教える野菜づくりの極意 市川　啓一郎 農文協 626　イ

一冊でわかる韓国史 六反田　豊 河出書房新社 221　ロ

ニュージーランドアーダーン首相 マデリン・チャップマン 集英社 289　チ

世界は「関係」でできている カルロ・ロヴェッリ NHK出版 421　ロ

司書の一日 ウィルこども知育研究所 保育社 013　ウ

ちくま書評入門２訂版 岩間　輝生、太田　瑞穂　ほか 筑摩書房 041　イ

はじめての考古学 松木　武彦 筑摩書房  210　マ

頼朝と義時 呉座　勇一 講談社 210　コ

ヤングケアラー 毎日新聞取材班 毎日新聞出版 369　マ

生命を守るしくみオートファジー 吉森　保 講談社 490　ヨ

ちくまQブックス　SDGｓ時代の食べ方 井出　留美 筑摩書房 611　イ

小飛さんの今日から話せる台湾華語！ 小飛 ベレ出版 828　シ

やわらかい知性 坂東　眞理子 河出書房新社 159　ハ

「日本」ってどんな国？ 本田　由紀 筑摩書房 302　ホ

夫婦別姓 栗田　路子、富久岡ナヲ　ほか 筑摩書房 324　ク

ちくまQブックス　マイテーマの探し方 片岡　則夫 筑摩書房 002　カ

写真でたどる美しいドレス図鑑 リディア・エドワーズ 河出書房新社 383　エ

時短・効率化の前に今さら聞けない時間の超基本 二間瀬　敏史　監修 朝日新聞出版 159　フ

図説　窒素と環境の科学 林　健太郎、柴田　英昭、梅澤　有 朝倉書店 435　ハ

呼吸の科学 石田　浩司 講談社 491　イ

環境経済学 スティーヴン・スミス 白水社 519　ス

ペットが死について知っていること ジェフリー・M・マッソン 草思社 645　マ

利き目を使って描け ベティ・エドワーズ 河出書房新社 725　エ

超絶リアルな色鉛筆画のテクニック ここまる 誠文堂新光社 725　コ

朝日キーワード2023 朝日新聞出版 朝日新聞出版 810　ア

最新版論文の教室 戸田山　和久 NHK出版 816　ト

秋のカテドラル 遠藤　周作 河出書房新社 913　エ

君の名前の横顔 河野　裕 ポプラ社 913　コ

国萌ゆる 平谷　美樹 実業之日本社 913　ヒ

マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂　幸太郎 幻冬舎 913　イ

さかな・釣り検索 つり人社　編 つり人社 787　ツ

ドアはあけたらおさえましょう ジョン・ブリッジズ サンマーク出版 385　フ

１日10分のぜいたく あさのあつこ　ほか 双葉社 913　ア

カミキィの季節のおりがみ カミキィ 日本文芸社 754　カ

プリズン・サークル 坂上　香 岩波書店 326　サ

四角六面　キューブとわたし エルノー・ルービック 光文社 798　ル
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「コミュ障」のための社会学 岩本　茂樹 中央公論社 361　イ

苦しかったときの話をしようか 森岡　毅 ダイヤモンド社 159　モ

さらば、欲望 佐伯　啓思 幻冬舎 304　サ

フィンランドはなぜ「世界一幸せな国」になったの
か

岩竹　美加子 幻冬舎 302　イ

時事から学ぶ小論文　2022　第３号 朝日新聞出版編 朝日新聞出版 816　ア

0～18歳までの家庭でできるモンテッソーリ教育 ティム・セルダン、ローナ・マクグラス 創元社 379　セ

夢をかなえるゾウ０ 水野　敬也 文響社 913　ミ

はじめての五七五　違いがわかる「俳句・川柳」上
達のポイント

上野貴子、江畑哲男　監修 メイツ出版 911　ウ

のんびり読んで、すんなり身につくいちばんやさし
い短歌

横山　未来子 日本文芸社 911　ヨ

俺たちは神じゃない 中山　祐次郎 新潮社 913　ナ

５文字で四字熟語 すとうけんたろう 講談社 814　ス

両手にトカレフ ブレイディみかこ ポプラ社 913　フ

USJを劇的に変えた、たった１つの考え方 森岡　毅 KADOKAWA 675　モ

セルフコントロール大全 堀田　秀吾、木島　豪 ディスカヴァー・トゥエンティワン 141　ホ

多様性の科学 マシュー・サイド ディスカヴァー・トゥエンティワン 141　サ

朝日新聞政治部 鮫島　浩 講談社 070　サ


