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開智国際大学 

開智国際大学図書館 
開館時間  平日９：００～２０：００※ 

※土日・授業のない祝日は閉館 

※夏期休業期間は開館時間短縮・閉館をす
る場合がございます。詳しくは、図書館
ホームページ、または図書館にある開館カ
レンダーをご確認ください。 

〒277-0005 柏市柏 1225-6 

TEL: 04-7167-8655 

FAX: 04-7163-0096 

http://www.kaichi.ac.jp/library/ 

Library News 

8月・9月の開館スケジュールについて 

8月・9月は大学の夏期休業に伴
い、開館スケジュールが変則に
なります。ご来館の際は事前に
図書館ホームページ等で最新の
情報をご確認ください。 

閉館期間：8/9(木)～8/21(火) 

※8/6～9/12の期間、上記以外の平日は 

9:00～17:00開館 

New Arrival Books Information 

Library Seasonal Menu in Summer 

 早いもので前期授業も残りわずか。課題や試験を乗り越えた先には、夏

休みが待っています。長い休みをどう過ごそうか、今から期待に胸が膨ら

んでいることでしょう。友だちとわいわい旅行したり、この機会に一人旅

にチャレンジしたりするのも良いですよね。 

 今回のシーズナルメニューは“travel”。旅関連の小説や紀行文等を集め

ました。読めばきっと旅に出たくなる、エネルギーあふれる本が揃ってい

ます。どこに行こうか迷っている人は、行き先を決めるきっかけにぜひ。 

 また、FIFAワールドカップ開催にちなんで、サッカー関連書籍のミニ特

集も併設しました。各国代表の熱い試合とともにお楽しみください。 

Iturbe Antonio『アウシュヴィッツの図書係』/登録番号17001883 

大崎梢『本バスめぐりん。』/登録番号17001882 

坂木司『鶏小説集』/登録番号17001870 

川上浩司『京大式deep thinking』/登録番号17001869 

佐藤智恵『ハーバード日本史教室』/登録番号17001867

桂川潤『装丁、あれこれ』/登録番号17001856

伊吹有喜『彼方の友へ』/登録番号17001855

渡辺陸『パンのペリカンのはなし』/登録番号17001841

石井遊佳『百年泥』/登録番号17001838 

藤崎彩織『ふたご』/登録番号17001837 

若竹千佐子『おらおらでひとりいぐも』/登録番号17001835 

門井慶喜『銀河鉄道の父』/登録番号17001834 

土屋倭子『トマス・ハーディの文学と二人の妻』/登録番号17001830 

東野圭吾『祈りの幕が下りる時』/登録番号17001818 

古内一絵『きまぐれな夜食カフェ』/登録番号17001817ほか 
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森まゆみ『女三人のシベリア鉄道』 

与謝野晶子、宮本百合子、林芙美子。３人の女性作

家は、明治末から昭和初めの動乱期、シベリア鉄道で

大陸を横断しました。その足跡を辿り、ウラジオストクから

パリまで、著者と一緒に旅をしてみませんか？ 著者・森

まゆみと歴史上の３人の旅が交錯する評伝紀行です。  

    江國香織  

『号泣する準備はできていた』 

第130回直木賞受賞短篇集。恋や愛の

一場面を切り取った12作品が収録され

ています。登場人物も設定も異なります

が、どの作品も同じ「大切なものを失って

しまう予感」を感じさせます。  

伊藤春香『わたしは、なぜタダで70日間  

世界一周できたのか?』 

世界一周したい。でも、お金がない…。そんな女子大

生・はあちゅうが選んだ手段は、企業に出資を募ること。

第1部は、25社から出資・タイアップを獲得するまでの紆

余曲折。第2部では、膨大なミッションやトラブルと共に

実際に世界一周する過程を描いています。夢を夢のま

まで終わらせない行動力に、脱帽しきりの1冊です。  

若林正恭『表参道のセレブ犬と

カバーニャ要塞の野良犬』 

オードリー若林のキューバ旅行記。異文

化との出合いを通じて、「勝っても負けて

も居心地が悪い」日本社会で生きていく

こと、大切にすべきものについて考えさせ

られます。第３回「斎藤茂太賞」受賞。 

村上春樹『ラオスにいったい  

何があるというんですか？』 

1995～2015年発表の紀行文10篇を収録。

「もしタイムマシーンがあったなら」（ニュー

ヨーク）、「野球と鯨とドーナッツ」（ボスト

ン）など、興味のそそられるタイトル多数。

1篇ずつが独立していて気軽に読めます。 

ほか 

内田洋子『イタリアの引き出し』 

角田光代『世界中で迷子になって』 

日本ドリームプロジェクト『僕が旅に出る理由』 

小林聡美『アロハ魂』 

星野知子『トイレのない旅』 

ほか 

小
説

原田マハ『旅屋おかえり』 

主人公は売れないタレント“おかえり”こと丘えりか。唯一

のレギュラー番組打ち切りで、まさに崖っぷちとなった彼

女が始めたのは、旅の代行業「旅屋」でした。旅が楽し

いのは、感動や出会いがあるから。そして何より、「おかえ

り」と帰りを待っていてくれる人がいるから。今日も誰かの

代わりに、全国どこへでも旅に出ます！  

小
説

有川浩『旅猫リポート』 

主人公・サトルは、ある事情から愛猫・ナナを手放すこと

に。ナナの引き取り手を探して、一人と一匹は旅に出まし

た。かつて関わった友人たちを訪ねながら進む旅路を、猫

のナナの視点で描いたロードノベルです。今秋には映画

も公開予定なので、予習も兼ねて手に取ってみて下さい。  

小
説 筒井康隆『旅のラゴス』 

絲山秋子『逃亡くそたわけ』 

近藤史恵『ときどき旅に出るカフェ』 

Ｄ・ホワイトハウス『図書館は逃走中』 

小
説

小
説

円城塔『道化師の蝶』 

第146回芥川賞受賞作。「旅の間にしか

読めない本があるとよい。」という印象的

な書き出しで始まります。（※ただし、この

小説自体は、旅の間に読むには適さな

いような独特の難解さがあるので、家で

じっくり読むことをおすすめします。） 
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