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新しい年を迎え、お正月気分もひと段落。厳しい寒さが続いていますが風邪などひいてはいませんか？みなさ

んの豊かな学生生活に寄りそう図書館であるよう、今年 1年もさまざまな企画に取り組む予定です。本年もどう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

1月公開のドラマ＆映画の原作作品のご紹介 
 

 

<ドラマ>精霊の守り人-最終章- 
【原案】上橋菜穂子『闇の守り人』
(2007), 『天と地の守り人』第 1部～
第 3部(2011)/新潮文庫  
大学 B2F文庫 913.6||U36||v.2、 
913.6||U36||v.7-1 ほか 
 
外伝を含めると 12巻ある長編小説の
ドラマ化続編が放送中です。シリーズ
未読の方には『闇の守り人』がお勧め
です。 
 

 

<映画>勝手にふるえてろ 

【原作】綿矢りさ『勝手にふるえてろ』 
文藝春秋(2010) 大学B2F 913.6||W47 
 
前 3作品に続き 4作目となる本作も映像化
が決定。”片思い以外経験ナシの二十六歳
女子が、時に悩み時に暴走しつつ「現実」の
扉を開けてゆくキュートで奇妙な恋愛小
説。”(出版社紹介文より) 

 

<ドラマ> The Handmaid's Tale 
【原作】マーガレット・アトウッド『侍女
の物語』/早川書房(2001) 
 
2017 年エミー賞ドラマ作品賞ほか主
要5部門を受賞、シーズン 2の制作が
決定した話題作。男性絶対優位の
独裁体制が敷かれた近未来国家を
舞台に描く SF作品です。 

 

<映画>ベロニカとの記憶 
【原作】ジュリアン・バーンズ『終わりの感覚』 
新潮社(2012) 大学B2F 933||B23 
 
老いた「私」に託された 20代で自殺した親友
の日記、若かりし頃の記憶をたどるうちに
「私」はおもいもかけない過去に出会う…「歴
史とは、不完全な記憶が文書の不備と出会
うところに生まれる確信である。」(作品中よ
り) 2011年度ブッカー賞受賞作。 
 

 

<映画>ミッドナイト・バス 

【原作】伊吹有喜『ミッドナイト・バス』 
文藝春秋(2014) 
大学B2F 913.6||I12Y 
 
2014年の山本周五郎賞と直木賞にノ
ミネートされた本作品。「東京での過
酷な仕事を辞め、故郷の新潟で深
夜バスの運転手をしている利一。あ
る夜、彼が運転するバスに乗ってき
たのは、十六年前に別れた妻だった
――。」（出版社紹介文より）  

 

<映画>悪と仮面のルール 
【原作】中村文則『悪と仮面のルール』 
講談社(2013) 大学B2F文庫 913.6||N37F 
 
某バラエティ番組で紹介後、人気に火が付
き一時は入手困難にまでなった『教団 X』
(2014)の著者による本作品、海外での評価
も高く Wall Street Journal 紙で 2013年の
ベストミステリー10 作品に選ばれています。
「邪の家系を断ちきり、少女を守るために。
少年は父の殺害を決意する。大人になった
彼は、顔を変え、他人の身分を手に入れ
て、再び動き出す―」。（出版社紹介文より） 

https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784163296401
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784151200113
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784163900063
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784062776790
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784101302737
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784105900991
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美しい本 
 

電子書籍が身近になってきた一方で、紙の本もまだまだ元気に書店や図書館を彩っています。素敵な表紙に

つられてつい手にとってみる…なんてことはありませんか？表紙のイラスト、本のデザイン、紙の質感…などなど、

気になるポイントも様々。そんなブックデザインにまつわる国内外の賞と受賞作品をご紹介します。 

 

造本装幀コンクール http://www.jbpa.or.jp/zohon/zohon-gaiyo.html 

国内で出版された本を対象に、美しさ・機能・デザイン・材料の選択などの点において優れた作   

品に賞が贈られます。応募作品は国立国会図書館に原装(函・カバー等の外装を含めた状態)

のまま保存される1ほか、入賞作品はライプチヒで毎年開催される「世界でもっとも美しい本コンクール」に日本

代表として出品されます。  

【文部科学大臣賞】 山尾悠子『角砂糖の日 新装版』 LIBRAIRIE6 (2016） 

【経済産業大臣賞】 吉増剛造『根源乃手／根源乃（亡露ノ）手、……』  

響文社 (2016) 
 

東洋英和で所蔵している過去の受賞作品は以下のとおりです（2006年以降）。 

 『われた魯山人』(2012) 大学2F 750.21|| Ma26 ● 第47回文部科学大臣賞、出版文化国際交流会賞 

 『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』(2010)  

大学B2F 020.4|| E19 ● 第45回文部科学大臣賞、日本書籍出版協会理事長賞 

 『西洋美術書誌考』(2009)  

大学2F 702.05||N85 ● 第44回 東京都知事賞、日本書籍出版協会理事長賞 

 『有斐閣判例六法 Professional, 平成 20年版(全 2巻)』(2007)  

大学１Ｆ参考 320.91|| H29p|| '08v.1- ● 第42回 東京都知事賞、日本印刷産業連合会会長賞 

 『江戸鳥類大図鑑』(2006) 大学１Ｆ参考 488.03||H96 ●第41回 経済産業大臣賞、日本図書館協会賞 

 『精選版 日本国語大辞典(全 3巻)』(2006)  

大学1F参考 813.1|| Sh95K|| v.1- ● 第40回 経済産業大臣賞 

 

 

「世界で最も美しい本」コンクール（Schönsten Bücher aus aller Welt）  

http://www.stiftung-buchkunst.de/ 

世界各国のブックデザインコンクールの受賞作品のなかから世界一美しい本に与えられる賞です。

最優秀賞である“金の活字賞”を筆頭に、金賞、銀賞、銅賞、栄誉賞の 5賞をめぐり、2017年は 32カ国 600

作品が競いました。金の活字賞にはオランダの de HEF社から出版された「ORNITHOLOGY」

[http://dehefpublishers.nl/Recente-uitgaven/Ornithology]が選ばれました。日本の作品は今回ノミネート止

まりとなりましたが、昨年は大修館書店発行の「21世紀スポーツ大事典」（大学1F参考図書 780.36||N37）が

栄誉賞を受賞しています。 
 

現在印刷博物館で行われている企画展示「世界のブックデザイン 2016-17」（会期：2017年 12月 01日 (金) ～

2018年 03月 04日 (日) ）では、上記２つのコンクール入賞作品をご覧いただけます。「日本におけるチェコ文化

年 2017」を記念して、チェコのブックデザインに焦点をあてた展示も行われています。

[ http://www.printing-museum.org/exhibition/pp/171201/index.html ] 

                                                   
1 "原装のまま保存する複本資料：関西館所蔵資料の検索方法 | 関西館 | 国立国会図書館". 
http://rnavi.ndl.go.jp/kansai-kan/entry/post-37.php#original (参照 2017-12-09). 

 

2017年の入賞作品 

 

http://www.jbpa.or.jp/zohon/zohon-gaiyo.html
http://www.stiftung-buchkunst.de/
http://www.stiftung-buchkunst.de/
http://dehefpublishers.nl/Recente-uitgaven/Ornithology
http://www.printing-museum.org/exhibition/pp/171201/index.html
http://rnavi.ndl.go.jp/kansai-kan/entry/post-37.php#original
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図書館では本の装丁や装丁家に関する資料を所蔵しています。興味を持たれた方は是非ご覧になってくださ

い。 

 『装丁家 鈴木成一の仕事』/ DVD 36||P||v.3-10    

 『装丁家で探す本』 杉並けやき出版(2007) 大学B2F 022.57||Ka93  

 『装丁・装画の流儀 : 装丁・装画家 163人の仕事, 2012』 玄光社(2012) 大学B2F 022.57||N77 

 『Beautiful bookbindings』 British Library/Oak Knoll Press(2011)  大学B2F 022.57||Ma52  

 『新版 装釘考』 平凡社(2011) 大学B2F 022.57||N85    

 『本の魔法』 白水社(2011) 大学B2F 022.57||Ts57 

 『美しい書物』 みすず書房(2011) 大学B2F 022.57||To16 

 『装丁問答』 朝日新聞出版(2010) 大学B2F 022.57||N24 

 

 

図書館からのお知らせ 

データベース利用ガイドブックが PDF版になりました 

大学院図書室で院生向けに配布していました 

「データベース利用ガイドブック」がこのたび PDF版

になって生まれ変わりました。東洋英和で契約して

いるデータベースの概要や検索方法などについて、

入門的な内容から少しマニアックな豆知識まで、詳し

く案内しています。どなたでもご利用いただけます。文

献入手までの手がかりとして、ぜひご活用ください。 

下記 URLからご覧いただけます。 

http://libweb.toyoeiwa.ac.jp/lib/opac-manual.html 

 

 

 

 

日頃お使いのブラウザの画面上にある検索バーから CiNiiを検索する方法をご存じですか？検索バーの設定

をカスタムするだけで、ブラウザの検索ボックスがCiNiiの検索ボックスに早変わり！同じ方法でAmazonやCNN

のニュースサイトなどの検索ボックスに変更することも可能です。ぜひお試しください。 

【IE、Firefoxの設定方法はこちらから】→ https://support.nii.ac.jp/ja/cinii/api/api_outline 

【Chrome】は検索バーにカーソルを

当て右クリックで表示されるメニュー

の「検索エンジンの編集」から設定可

能です。リストから検索エンジンを選

び右端のプルダウンメニューから「デ

フォルトに設定」を選んでください。 

 

 

 

装丁について書かれた本

には「022.57」の背ラベル

が貼ってあります。 

この番号付近の棚を探し

てみてください 

あります。このあたりの棚を 

探してみてください 

 

 

http://libweb.toyoeiwa.ac.jp/lib/opac-manual.html
http://libweb.toyoeiwa.ac.jp/lib/opac-manual.html
https://support.nii.ac.jp/ja/cinii/api/api_outline
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図書館は下記のスケジュールで開館しています。閉館日や短縮開館が多い時期ですのでお気を付けくださ

い。 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年ご好評いただきました福袋「WELL's HAPPY BAG」今年も実施しています！英和生のおすすめ本

がセットになっています。「◯月生まれのあなたへ」「少し疲れているあなたへ」「京都が好きなあなたへ」

などなど、何が入っているかは借りてからのお楽しみ！まだ見ぬ素敵な本との出会いがあるかも！？ 

1月16日（火）から春休み長期貸出も始まります。この機会にぜひご利用ください。 

期間： 2017年 1月 9日（火）～22日（月） 

場所： 大学図書館 1F カウンター前 

 

2月 13日(火)～2月 23日(金)まで蔵書点検※を行います。点検期間中、図書館は閉館となります

ので、お気を付けください。六本木にある大学院図書室は上記点検期間中も開室しています。ぜひご

利用ください。 

※ 蔵書点検とは図書館の本を１冊ずつハンディターミナルで読み取っていき、図書館の蔵書が正しく所定の

場所にあるかどうかを点検する作業です。大学図書館の蔵書冊数は約276,500冊！年に１回の一大イベントで

す。毎年学生の皆さんにもアルバイトとして点検作業に参加いただいています。今回のアルバイト募集はすでに

締め切らせていただきましたが、興味を持たれた方は次回ぜひチャレンジしてみてください！ 

 

図書館ではただいま雑誌の利用回数調査を行っています。期間は、2017年12月～2018年5月までで

す。調査結果は次年度購入タイトル選定の検討材料にします。ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 
✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸  

 

今号ではブックデザインを取り上げました。最近は小口染め加工や不思議な手触りの加工が施されたブックカバー

など、工夫を凝らした本を目にする機会が増えました。カバー裏にひと工夫された本も多く見かけますね。電子書籍

が普及する一方で、紙の本も存続をかけて様々に進化していくのかもしれません。 

まだまだ寒い日が続きますが、ウィンタースポーツを楽しむもよし、暖かい部屋でじっくり読書するもよし、それぞれの

冬を楽しんでくださいね！次号は桜の季節となる 4 月の発行を予定しています。お楽しみに！  

 （編集担当：古屋） 

図書館だよりは図書館ウェブサイトからバックナンバーも見ることができます

http://libweb.toyoeiwa.ac.jp/lib/kankou.html 

2018 年 2 月  
日  月  火  水  木  金  土  

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 
建国
記念

の日  

12 
振替
休日  

13 
蔵書
点検  

14 
蔵書
点検  

15 
蔵書
点検  

16 
蔵書
点検  

17 

18 19 
蔵書
点検  

20 
蔵書
点検  

21 
蔵書
点検  

22 
後期
入試  

23 
蔵書
点検  

24 

25 26 27 28    

 

2018 年 1 月  

日  月  火  水  木  金  土  
  1 

元日  
2 3 4 

振替
休日  

5 
振替
休日  

6 

7 8 
成人
の日  

9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 
入試  
準備
日  

31 
一般
入試  

      

 

 閉館 

  

 短縮開館 

 

http://libweb.toyoeiwa.ac.jp/lib/kankou.html

