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秋草学園短期大学図書館
寒 さも 厳しく なり 、乾燥 した 日が続 いて います 。風邪予 防を しっかり して 、体 調管 理に気を 付け て
く ださ い。
今 年は 2 月 14 日 (月 )～ 3 月 4 日 (金)に蔵 書点 検を 行いま す。この期 間中、図書 館は 閉館と なり ま
す 。返 却した い資 料があ る場 合は「 返却 ＢＯＸ 」を ご利用 くだ さい。蔵書 点検は 全て の資料 の状 態や
並 べて いる場 所を 確認・整 理し 、よ り良い 利用 環境 を提供 する ために 欠か せない 作業 です。ご 不便を
お 掛け します が、 ご理解 とご 協力を お願 い致し ます 。
卒 業予 定生以 外の 在学生 には 春季長 期貸 出を行 って います。実習 に行 く予 定の学 生は、8 冊 まで 借
り るこ とがで きま すので 、職員ま でお 声掛けく ださ い。必要 な資料を 前も って早 めに 借りる よう 、ご
協 力お 願い致 しま す。貸 出期 間が長 くな ります ので 、図 書館 で借りた 資料 を 忘れ たり 、無く した りし
な いよ うに自 己管 理を徹 底し てくだ さい 。
１月下旬から３月にかけて開館時間が通常と異なりますので開館カレンダーを別途でご用意しま
す。よく ご確認 のう え、ご 来館 くださ い。急 遽変 更が あった 場合 は、図 書館 HP でお知 らせ致 しま す。

・・・・・・・・・・・ ・・・・・・ 春休みの長期貸出 ・・・・ ・・・・・・・・・・

開始日 １月１３日(木)

返却日 ４月７日(木)

※卒業予定生は、１月２５日(火)までの貸出となります。
・・ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・

今月の特集・・・『おやつの本』
2 月１４日は「バレンタインデー」です。チョコレートをはじめ、様々なおやつの本をご紹介します。
● 「うっとり、チョコレート」青木奈緒 ほか著／河出書房新社【914.6-ｵ】
･･･毎回一つの食べ物をテーマにしたエッセイアンソロジーシリーズ「おいしい文藝」のチョコレート版。

● 「旅するパティシエの世界のおやつ」鈴木文 著／ワニ・プラス【596.6-ｽ】
･･･世界中のおやつを食べて取材した著者による旅行記お菓子本。

● 「にっぽんのおやつ」白央篤司 著／理論社【596.6-ﾊ】
･･･47 の都道府県ごとに 3 時のおやつに食べられているおやつを紹介。
● 「藤井恵さんちの卵なし、牛乳なし、砂糖なしのおやつ」藤井恵 監修／主婦の友社【596.6-ﾌ】
･･･おやつ作りに必要な３つの材料を別のものに変換！アレルギーやカロリーが気になる方におススメです。
● 「絵本からうまれたおいしいレシピ」宝島社【596.6-ｴ-1】
･･･「ぐりとぐら」のカステラ、
「バムとケロ」のドーナツ…絵本で読んだおいしそうなお菓子のレシピ本です。
● 「チョコレート語辞典」Ｄｏｌｃｅｒｉｃａ香川理馨子 著／誠文堂新光社【588.3-ﾄﾞ】
･･･チョコレートの歴史や製造工程を紹介しながらチョコにまつわる言葉を 50 音順で紹介しています。

他にもたくさんあります。気になる方は是非、ご来館ください。
今月の特集本は、カウンターにある「今月のおすすめ」コーナーに置いてあります。

～図書館職員が選ぶ～

今月のピカッと光る一冊

『かがみの孤城』辻村深月 著／ポプラ社／913.6-ツ
ある出来事をきっかけにして不登校になってしまった主人公、こころ。学校代わりのスクールに行けな
かったその日、自室の鏡が突然光りはじめます。その先には城のような建物が広がり、こころと似た境
遇の子どもたちが集められていました。こころたちを集めた“オオカミさま”によれば、鍵を見つけれ
ばお願いをなんでもひとつ叶えてくれるらしく…
鍵を探しながらも、現実世界から切り離された空間で徐々に 7 人は心を通わせていきます。それぞれに
複雑な事情を抱えた 7 人のうち、願いを叶えられるのは 1 人だけ。誰が、どんな願いを叶えるのか、最
後まで読めば怒涛の伏線回収にスッキリ！そして感動が待っています。
主人公の心の描写がリアルで、まるで自分もかがみの孤城にいるように感じられるほどです。分厚い見
た目に気後れするかもしれませんが、ぜひ読んでほしい物語です。
推薦者 佐藤

貸出ランキング ～11 月・12 月～
貸出回数

書

名

著者名

出版社

4回

なんだったっけ？

もなみ なみこ 作・絵

教育画劇

3回

みつごのこぶたのクリスマス

はせがわ さとみ 脚本

童心社

2回

絵がふつうに上手くなる本

よー清水 著

ＳＢクリエイティブ

2回

クリスマスの文化史

若林 ひとみ 著

白水社

2回

ふたりはともだち

アーノルド・ローベル 作

文化出版局

2回

おおきくおおきくおおきくなあれ

まつい のりこ 脚本・画

童心社

※貸出回数が同数のものが複数冊あったため、その中から司書がピックアップしました。

●●編集後記●●
早いものでもう年が明けて、寒さが一層厳しくなりました。まだまだ乾燥した日々が続きますので、
体に気を付けて過ごしましょう。
卒業予定の学生のみなさんは、必ず本を返却してから卒業してください。卒業後
は本を借りることはできませんが、館内での閲覧や資料の複写は可能です。図書館
のＨＰで開館時間をご確認のうえ、ご来館ください。

次号の『図書館だより』は 2022 年 4 月に発行予定です。バックナンバーはこちら→
担当 加羽澤

