
 

 図書館には、本のほかにもＣＤやＤＶＤを所蔵してい

ます。芸術の秋を音楽や映画で楽しんでみませんか？ 
 

プロフィール                            

明治２５年(1892）東京市京橋区（現・東京都中央区）生まれ。生後すぐに

本所区小泉町15番地（現・墨田区両国三丁目）に住んでいた、母方の実家

（芥川家）に引き取られる。5歳の時に江東尋常小学校付属幼稚園、翌年同小

学校（現・両国小学校）へ入学。その後、府中第三中学校（現・両国高校）、

第一高等学校、東京帝国大学(現・東京大学）と進学。東京帝国大学在学中の

大正5年（1916）に発表した「鼻」で夏目漱石に才能を認められる。大学卒

業後は、海軍機関学校で英語を教えながら、次々と作品を発表。大正８年

（1919）に海軍機関学校を退職し、大阪毎日新聞社社員として文筆活動に専

念する。その後、神経衰弱になり、昭和２年（1927）7月24日に自殺、享年

36歳（満35歳）。 

芥川龍之介王朝文学選－俊寛/好色/袈裟と盛遠－ 響林社 
芥川龍之介自伝作品－追憶/点鬼簿/本所両国/他－ 響林社 
地獄変/六の宮の姫君 熊倉一雄／朗読 新潮社 

「BUNGO－日本文学シネマ[4] 魔術－」   
    熊切和嘉／監督 塚本高史／主演 アニプレックス 
「羅生門」   
    黒澤明／監督 三船敏郎／出演 角川映画 

順位 タイトル アーティスト 予約数 

1 Editorial Official髭男dism 95 

2 BTS,THE BEST BTS 92 

3 One Last Kiss 宇多田ヒカル 85 

4 STRAY SHEEP 米津玄師 62 

5 炎 (ホムラ) LiSA 60 

6 音楽 東京事変 59 

7 風街に連れてって! 吉岡聖恵／[ほか] 56 

8 HELP EVER HURT NEVER 藤井風 54 

心理 
折坂悠太／演奏  
Amuse 2021.10 

Up & Down 
GENERATIONS from EXILE TRIBE／歌 
エイベックス・エンタテインメント 2021.7 

WE♥韓ドラ 
－OSTヒッツ・コレクション－ 
ペクイェリン／[ほか]演奏 
Sony Music Labels 2020.12 

順位 タイトル 監督 予約数 

1 新解釈三國志 福田雄一 60 

2 ドライブ・マイ・カー 濱口竜介 56 

3 天気の子 新海誠 42 

4 2分の1の魔法 ダン・スキャンロン 40 

5 アナと雪の女王 2 
クリス・バック/    

ジェニファー・リー 
39 

6 テネット クリストファー・ノーラン 36 

7 糸 瀬々敬久 35 

8 ラーヤと龍の王国 ドン・ホール 34 

HOKUSAI北斎 
髙橋本一／監督 柳楽優弥／出演 田中泯／[ほか]出演 
ハピネット・メディアマーケティング 2021.11 

朝が来る 
河瀬直美／監督,脚本,撮影 辻村深月／原作 永作博美／出演 
井浦新／[ほか]出演 TCエンタテインメント 2021.3 

お料理帖－息子に遺す記憶のレシピ－ 
キムソンホ／監督 イジュシル／出演 イジョンヒョク／[ほか]
出演 TCエンタテインメント 2021.7 

ハッピーエンドへの期待は 
マカロニえんぴつ／演奏 
トイズファクトリー 2022.1 

邪宗門－リライトノベル－ 講談社 2015.2 
年末の一日・浅草公園－他十七篇－ 岩波書店 2017.6 
杜子春－改版－  KADOKAWA 2017.10 
10分間で読める芥川龍之介短編集 ゴマブックス 2018.5 
蜜柑（乙女の本棚シリーズ）  立東舎 2018.7 
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一冊でわかるギリシャ史 
長谷川岳男／監修 村田奈々子／監修   
河出書房新社 2022.2 

ギリシャはどんな歴史と歩んできたのでしょう
か？この本はその糸口を地図とイラストで簡潔に
教えてくれます。ギリシャと周辺諸国の間で融和
と衝突を繰り返し相互に影響を与えて歩んでいく
姿に、きっと驚嘆するでしょう。 

黒猫ノロと世界を旅した20年 
平松謙三／文・写真            
ハーパーコリンズ・ジャパン 2022.6 
我が家にやってきた黒猫・ノロは車や飛行機に
乗って旅ができる変わり者。世界37か国を巡り、
大好きな散歩を楽しみ、世界中の人々に愛されま
した。どこに行ってどこで暮らしてもノロはノロ
らしさを忘れない。ノロの魅力溢れる一冊です。 

あいまい・ぼんやり語辞典 

森山卓郎／著 東京堂出版 2022.7 

日本語には二通り以上の解釈ができて意味が一つ
に決まらないあいまいな語や、解釈に幅ができて
しまうぼんやりした意味の語があります。例えば
「ご飯」は「お米を炊いたもの」と「食事」とい
う意味があります。豊かな言葉の楽しい世界を考
えていきましょう！ 

桃太郎は嫁探しに行ったのか? 

倉持よつば／著 新日本出版社 2022.5 

昔ばなし「桃太郎」の結末で、宝を持ち帰らず、
お姫様を助け出して結婚するパターンがあるのを
知っていますか。著者が約2年かけて、全国各地
に伝わる「桃太郎」を集めて、分類しています。
あなたの知らない「桃太郎」が見つかるはずで
す。第22回調べる学習コンクール大臣賞受賞 

パンに書かれた言葉 
朽木祥／作 小学館 2022.6 

広島出身の父とイタリア人の母を持つ中学生の少
女、光(ひかり)・S・エレオノーラ、通称エリー。
父母の故郷で家族の戦争体験を巡る旅をした彼女
は、自分のミドルネームでもあるSから始まる言葉
にこめられた大伯父のメッセージを知る。平和に
ついて考えるために今こそ読みたい一冊。 

文豪たちが書いた笑う名作短編集 
彩図社文芸部／編 彩図社 2022.6 

いずれも世に名高い文豪たちが、ちょっと肩の力
を抜いて、面白おかしく書いた作品集です。犬が
嫌いな文豪、風邪で仮病する文豪など。文豪の固
いイメージが少し変わるような作品がたくさん
載っています。あなたのお気に入りの作品を探し
てみてください。 

その意図は見えなくて 
藤つかさ／著 双葉社 2022.6 

学校で起きた５つの事件。猜疑心、友情、ライバ
ル、あこがれ、劣等感、恋心？さまざまな感情が
交差する。穏やかな学校生活を送るために、清瀬
諒一は、無意識なのか？意図的なのか？誰かのた
めなのか？ひとり考えて行動する。 

おもいでマシン－1話3分の超短編集－ 
梶尾真治／著 新潮社 2022.6 

全部で40ものお話がはいったショートショート
集。短時間で読めるのに、笑いや恐怖、驚きのオ
チが楽しめること間違いなしの一冊です！普段本
を読まない人や、苦手と感じる人にもオススメし
たいです！ 
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余白は空けなくてよい。 

（CLISのプリンタは端まで印刷できませんが、印刷委託

先のプリンタは、上下左右ギリギリまで印刷可能で

す。） 
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又は 
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読書の秋とは 

「灯火親しむ（とうかしたしむ）」これは秋の季語です。  

涼しく長い秋の夜には、灯火の下で読書をするのに適して

いるという意味です。秋も深まり過ごしやすい夜は、いつ

も以上に読書がはかどりそうな気がしませんか？ 

食欲の秋とは 

多くの食材が旬を迎える秋はいつもより食欲が増す、とい

う考えから「食欲の秋」と呼ばれ、「味覚の秋」や「実り

の秋」という意味合いもあるそうです。 

 

このふたつ、どちらも満喫するのなら… 

こちら↓↓↓ 

 

小川糸『食堂かたつむり』 ポプラ社 

柚木麻子『ランチのアッコちゃん』双葉社 

午後『眠れぬ夜はケーキを焼いて』ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

幸村しゅう『私のカレーを食べてください』小学館  

坂木司『和菓子のアン』光文社 

群ようこ『かもめ食堂』幻冬舎 ｅｔｃ・・・ 

 

銭湯の日は、１９９６年に東京の公衆浴場業の組合が申請し制定

されました。そのころスポーツの後の入浴による健康増進効果が注

目されたため、１９６４年１０月１０日の東京オリンピック開催にちな

んで、この日が選ばれたそうです。また、「１０１０（セントウ）」という

語呂合わせの意味もあるようです。 

ときには銭湯の大きい湯船にゆっくり浸かって暑かった今年の夏の

疲れを洗い流してみませんか？ 


