
2022年末企画「学芸本ガチャ！」 リアルガチャ資料リスト
「図書館職員おすすめの本」

No 書影 書名 著者名 請求記号 資料ID OPAC 図書館職員から一言

1 年中行事百科 : 有職故実から学ぶ 八條忠基 210.09/HAC 12021004302
https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/1685541

年末年始に日本古来の年中行事へ思いをはせ

る。

2 雪の結晶 : 小さな神秘の世界 : 新装版 ケン・リブレクト著 ; 矢野真千子訳 451.66/LIB 12014005236
https://library.u-
gakugei.ac.jp/opac/volume/1236309

冬になると気になる雪の世界を手軽に学べま
す。

3
もじモジ探偵団 : まちで見かける文字デザインの
秘密

雪朱里著 ; ヒグチユウコイラスト 727.8/YUK 12022002077
https://library.u-
gakugei.ac.jp/opac/volume/1695684

身近な文字のあれこれを冬休みに探求しよう。

4 アール・デコの挿絵本 : ブックデザインの誕生 鹿島茂 726.5/KAS 12015004029
https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/1248738

美麗な図版をたくさん収録。冬休みのひと時

に。

5 中世ふしぎ絵巻 西山 克 (著), 北村さゆり (イラスト) 388.1/NIS 12022002758
https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/1699358

縦長なのに開くと横長な不思議な装丁の本。あ

やかしの世界に誘います。

6
Jブンガク : マンガで読む英語で味わう日本の名
作文学12編

監修: ロバート キャンベル 837.4/JBU 12015004390
https://library.u-
gakugei.ac.jp/opac/volume/1252644

日本文学をマンガで解説。気になる作家や名
作が見つかるかも。

7 EDNE junaida 726.6/JUN 12022002290
https://library.u-
gakugei.ac.jp/opac/volume/1696430

不思議な絵と言葉が３０組。じっくり眺め、考え
る時間はいかが？

8 子どもの「なんで?」にキッパリ答える本 小泉十三著 049/KOI 12012003671
https://library.u-
gakugei.ac.jp/opac/volume/1202183

小さなもやもやを解決していい冬休みを！

9
徹底分析!ハリー・ポッター : 全7巻の世界がわか

ればハリポタをもっと楽しめる!
中村圭志著 933.7/NAK 12015000497

https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/1239351

ハリーポッターの映画や本を一気見したくなる

解説書。

10 幕末・明治の絵双六 加藤康子, 松村倫子編著 721.8/KAT 10109703
https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/436644

お正月に絵双六はいかがですか？当館所蔵の

絵双六を多数紹介！

11
障害のある人たちに向けたLLマンガへの招待 :

はたして「マンガはわかりやすい」のか
吉村和真, 藤澤和子, 都留泰作編著 369.28/JUS 12021004058

https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/1683136
マンガって実は分かりにくい？

12 てぶくろ
エヴゲーニイ・ラチョーフ絵 ; 田中潔

訳
726.6/RAC 10602004

https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/553231
寒い季節にピッタリ！心温まるお話です。

13 くだもの 野口光世著 ; 高橋美紀絵 594/NOG 12021004511
https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/1684693
布絵本の作り方が書かれた本。

14 クリスマスってなあに ディック=ブルーナ 192.8/BRU 12019004448
https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/1633463
クリスマスのほんとうの意味をやさしく伝えます

15 交響曲第9番 : ベートーヴェン 相場ひろ 764.31/BEE 12022001396
https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/1694308
年末の風物詩「第九」の解説

16 雪（小説集） 908.3/POP 12010006373
https://library.u-
gakugei.ac.jp/opac/volume/1173841

温かい物語を収めた短編集

17 もう一度読みたい教科書の泣ける名作, 再び 913.68/GAK 12014006323
https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/1219676
懐かしい珠玉の名作を収録

18 冬のおかず 596.21/NOB 10904350
https://library.u-
gakugei.ac.jp/opac/volume/1147341

冬のおかずをカラー写真で紹介

19 百人一首解剖図鑑 谷知子 911.147/TAN 12021000556
https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/1660372
百人一首をお正月前におさらい

20 影の獄にて L.ヴァン・デル・ポスト 933.8/V28/B 18305535
https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/57475
「戦場のメリークリスマス」原作です。

21
広い宇宙に地球人しか見当たらない75の理由 :
フェルミのパラドックス

スティーヴン・ウェッブ 440/WEB 12018002660
https://library.u-
gakugei.ac.jp/opac/volume/1612639

物理学者が地球外生命体の存在についてのい
ろいろな説を集めた本です。

22 暇と退屈の倫理学：増補新版 國分功一郎 104/KOK 12015002965
https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/1249613

年末年始に、暇と退屈について哲学してみま

しょう。
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23 熱源 川越宗一 913.6/KAW 12019003747
https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/1630624

直木賞受賞作。樺太を舞台にした歴史小説で

す。

24 風に吹かれて 鈴木敏夫 778.77/SUZ 12016000970
https://library.u-
gakugei.ac.jp/opac/volume/1255705

ジブリのプロデューサーが、これまでのジブリの
歴史を語ったインタビュー集です。

25
量子コンピューターが本当にすごい : Google,
NASAで実用が始まった"夢の計算機"

竹内薫 007.1/TAK 12015007016
https://library.u-
gakugei.ac.jp/opac/volume/1252839

物理学を知らない人向けに、量子コンピュータ
についてわかりやすく解説しています。

26 源氏物語, 上 [紫式部著] ; 角田光代訳 918/KAW 12017002310
https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/1582177

読みやすい新訳で『源氏物語』に触れてみよ

う。

27 牧野富太郎自叙伝 牧野富太郎 289.1/MAK 12016000782
https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/1254899

植物分類学の父、牧野富太郎が語る波瀾万丈

の研究人生。

28 非識字社会アメリカ(世界人権問題叢書) ジョナサン・コゾル著/脇浜義明訳 372.53/KOZ 10200852
https://library.u-
gakugei.ac.jp/opac/volume/188822

文字が読めないとどういうことがおこるか、文字

を読むということが人間にとってどういうことな
のか、お時間のある時にゆっくり読んで考えて

いたければ幸いです。

29
限りなく完璧に近い人々 なぜ北欧の暮らしは世
界一幸せなのか？

マイケル・ブース著
黒田眞知訳

302.389/BOO 12017000924
https://library.u-
gakugei.ac.jp/opac/volume/1570452

私達と同じ問題を抱えているのに幸福度が高
い北欧の人々。その考え方を知ろう。

30
星空の楽しい話をしましょう。 : プラネタリウムで
人気の星空メニュー

駒井仁南子著 440.4/KOM 12013002927
https://library.u-
gakugei.ac.jp/opac/volume/1216118

プラネタリウムで人気のあるテーマを判りやす
い解説で味わえる一冊。

31 クリスマス・キャロル ディケンズ作 ; 村山英太郎訳 933.7/D73/C 401088
https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/178269

イブに起こった奇跡で老人が変化していく様を

描くXmas定番作品。

32 14ひきのさむいふゆ いわむらかずお作 726.6/IWA 10605770
https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/572531

表情豊かなネズミの家族たちに和む１冊。自分

もこんな子供時代があったかも･･･。

33 14ひきのもちつき いわむらかずお作 726.6/IWA 12013000838
https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/1213661

お正月準備という日本の昔ながらの行事をネ

ズミを通して感じる一冊。

34
星空の図鑑 THE NIGHT SKY MONTH BY

MONTH
Will Gater, Giles Sparrow著 443.8/GAT 12014003856

https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/1234847

毎月の星空を図解している本書。寒空の下の

観望もいいけど、暖かい家で天体観測気分に。

35 十二支のはじまり 岩崎京子文 ; 二俣英五郎画 726.6/IWA 12011012459
https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/1192151

知っているようで知らない「十二支」の由来を

わかりやすく書かれた一冊。

36 急行「北極号」
C・V・オールズバーグ絵・文/村上春

樹訳
726.6/VAN 12022002738

https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/1699352

クリスマス・イヴ にサンタを待つ少年を急行「北

極号」が不思議な旅へ連れ出します。読むと鈴
の音が聴こえるはず♪

37 賢者のおくりもの
オー・ヘンリー文 ; リスベート・ツヴェ

ルガー画 ; 矢川澄子訳
726.6/HEN 12011010214

https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/1188487

オー・ヘンリーの有名な短編がすてきな絵本に。

相手を思いやる夫婦愛が心に沁みます。

38 パンダ銭湯 tupera tuperaさく 726.6/TUP 12014006662
https://library.u-
gakugei.ac.jp/opac/volume/1238652

「パンダ以外の入店は、固くお断りしています」
という”パンダ湯”。寒い日に読んで温まろう！

39 雪の女王(福音館文庫;アンデルセンの童話 ; 3) ハンス・チリスチャン・アンデルセン著 949.73/AND 12014006534
https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/1237916

「雪の女王」「マッチ売りの女の子」など16の

短編集。再読してみませんか？

40 しめかざり（たくさんのふしぎ傑作集） 森須磨子文・絵 386.1/MOR 12013000949
https://library.u-
gakugei.ac.jp/opac/volume/1213976

日本各地のしめ飾り。写真ではなく繊細な絵で
お正月文化の奥深さを知ることができます。

41 「和」の行事えほん, 2: 秋と冬の巻 高野紀子作 386.1/TAK 12010009432
https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/1177483

かわいい＆詳しいイラストで冬の季節感を堪

能。

42
Annual events in Japan, 2. Autumn and

winter
Noriko Takano 386.1/TAK 12010009433

https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/1177485
英語で表現された日本文化を楽しもう！

43
フランダースの犬　A Dog of Flanders（IBCオー

ディオブックス : やさしい英語を聴いて読む）
ウィーダ著 837.7/IBC 12015003540

https://library.u-
gakugei.ac.jp/opac/volume/1247043

ネロ少年と愛犬パトラッシュの固いきずなに涙
がこぼれます。

44 A Christmas carol, : [book] Charles Dickens 837.7/OXF 12017003081
https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/1581028

守銭奴スクルージは、過去現在未来の幽霊の

導きで変わることができるでしょうか⁉
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45 ぐりとぐらのおきゃくさま : A surprise visitor
中川李枝子原話 ; 山脇百合子絵 ;

Kenneth Williams英語
726.6/NAK 12013008469

https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/1225396

サンタさんの作った大きなケーキ、おいしそう！ぐ

りとぐらと一緒に食べたい!!

46 ふゆめがっしょうだん (かがくのとも傑作集) 冨成忠夫, 茂木透写真 ; 長新太文 471.1/TOM 20302391
https://library.u-
gakugei.ac.jp/opac/volume/445851

冬姿の木の芽がまるで動物や子どもの顔のよ

う。絵本を楽しんだら公園や雑木林で実物を探
そう。

47 ひらがないろは 東京学芸大学文字絵本研究会編 811.5/TOK 10700527
https://library.u-
gakugei.ac.jp/opac/volume/1102831

学芸大の先輩が作った絵本。筆でかいたひら
がなとイラストの優しい色合いが暖かい。

48
日本の正月料理　(聞き書ふるさとの家庭料理

20)
農山漁村文化協会編 596.21/NOB 10904356

https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/1147347

年越しと正月料理の数々。行く年に感謝、新年

に幸多かれ！

49 もち 雑煮　(聞き書ふるさとの家庭料理5) 農山漁村文化協会編 596.21/NOB 10904341
https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/434778
カラー写真のお餅料理はどれもおいしそう！

50 大学生のための教科書
大学生のための教科書編集委員会
編著

377.9/TOK 12021001628
https://library.u-
gakugei.ac.jp/opac/volume/1669074

冬休みを利用して、意識改革をはかりましょう。

51 ラクラク楽しい家事の基本大事典：最新保存版 成美堂出版編集部編 590/SEI 12015006183
https://library.u-
gakugei.ac.jp/opac/volume/1252495

知っているようで知らない家事の基本が分かり
ます。大掃除にあると便利。

52 おやつ教本 坂田阿希子著 596.65/SAK 12015007367
https://library.u-
gakugei.ac.jp/opac/volume/1257928

作ってみたくなるようなおやつがたくさん！

53 なまえのないねこ 竹下文子文 ; 町田尚子絵 726.6/TAK 12022002316
https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/1696556

学芸大卒業生である竹下文子さんの絵本。表

紙の猫ちゃんが何とも可愛らしい！

54 百人一首で読み解く平安時代 吉海直人著 911.147/YOS 12012010026
https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/1210897
百人一首をたのしみながら、歴史も学ぼう！

55 かるた 江橋崇著 798/EBA 12015006245
https://library.u-

gakugei.ac.jp/opac/volume/1252359

お正月の定番。かるたの歴史や文化の奥深い

世界が味わえます。
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