
梅雨について調べてみると…
つゆ入りは、ついりともいわれます。ちょうど

この頃は栗の花が咲き散るので、堕
つ

栗
い

花
り

という字

を当てたりもします。栗花落さん、という姓があ

りますが、これは「ついりさん」、「つゆりさん」

と読むそうです。つゆ入りは入梅といいます。し

かし、つゆ明けを出梅とはいいません。 

『空の名前』451/タ より

『夏への扉』ロバート・A・ハインライン著 
文庫 933/ハ

 ダニエルの飼う猫のピートは、冬になるときまって夏への扉を探

しはじめる。家にあるいくつものドアのどれかひとつが、夏に通じて

いると固く信じているのだ。1970 年 12 月、ダニエルも夏への扉を探

していた。最愛の恋人に裏切られ、大切な発明までだましとられた彼

の心は、冬の空のように凍てついていたのだ。そんな時、〈冷凍睡眠

保険〉のネオンサインにひきよせられて…。 

 アメリカの SF 作家ハインラインが 1956 年に発表したタイムトラ

ベル小説不朽の名作。 
 
他には・・・ 

『雨のなかの噴水』三島由紀夫著（百年文庫 42 夢より）908/ユ 

  若い男女の別れ話をユーモラスに描いた短編。 

『気象学入門』古川武彦・大木勇人著 新書 451/フ 

  梅雨はなぜ起こるのか…気象と天気のしくみを丁寧に解説。 

『インテリア練習帖』石井佳苗著 597/イ 

  過ごしやすい部屋をつくるためのアイディア満載。 

『第 2 図書係補佐』又吉直樹著 文庫 019/マ 

  本を通じて書くエッセイ集。次に読む本の参考にもどうぞ。 

お す す
め

3部制数学科コマさんこと I先生のひとこと 

「数楽者の時代」 
 ここ 20 年ほどのことだ。さまざまな数学関連書籍が目に付くようになったのは。 
以前は、高校の参考書か大学のテキストくらいしかなく、邦語の専門書もなかった。 
一般向けの面白い「通俗？」数学書など皆無に近かったのだが・・・、時代は変わっ 
たようだ。 
 
 20 世紀に入ってからの数学の発展は爆発的と言って良く、新しい分野が生まれ、 
また、歴史的な大問題が幾つも解決をみた。さらに最近、20 世紀初頭に起こった 
パラダイム転換に似た状況が起こりつつある。 
 
 そんな時代の雰囲気がそうさせるのか、巷には「数楽者」が溢れている。（実に 
喜ばしいことだ。）20 世紀前半の「物理楽者」の騒ぎをまね、今世紀は「数楽者」 
として楽しみたいものだ。新しい時代はすぐそこまで来ている。さあ、愉しもう。 

 
◎◎◎コマさんおすすめの本◎◎◎ 
 

アジサイについて 
調べてみると･･･ 

『100 年の難問はなぜ解け
たのか～天才数学者の光と
影」春日真人/著 
 ”ポアンカレ予想”を主題
としたテレビ番組ディレク
ターが、その取材ノート等
を基に書き上げたもの。数
学に精通していない著者が
「数楽者」の視点で書き上げ
た、ポアンカレ予想とそれ
を取り巻く数学者たちの世
界。多くの人にとって分か
りやすい本だろう。 

花びらのように見えるの
は 4～5 個のがく片で、花
はその中心に豆粒大につ
き結実しない。 
『くらしの花大図鑑』627/ク

より

数学コーナー
あります 

 
 

 

 

 
 

しとしと降り続く雨、雨、雨・・・そんな梅雨の時期こそ、ゆっくり読書をするチャンスです！ 
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『数学ガール』結城 浩/著 
         
 数学への憧れは初恋と同
じ。この本を読めばそんな気
持ちが体験できるだろう。雰
囲気を追うだけでも良い、一
度手に取ってみるべき本だ。
また、これから数学を学ぼう
とする人にとっては、数学と
の付き合い方が分かる良書
だ。「数学する」とはどうい
うことか・・・。そう、こう
いうことだよ。 

『ポアンカレ予想を解いた
数学者」ドナル・オシア/著

糸川洋/訳
 

 数学者によるポアンカレ
予想を巡る物語本。比喩や
あやふやな情緒的表現抜き
に、しかも難しい数学なし
に、正しく物事を歴史的な
背景も含めて知りたいとい
う人向け。 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図書館の本の返却が遅れている人には督促状を渡していますが、返却状況が 

あまり良くないようです。また、貸し出しの手続きをせずに本を持ち出している形跡があります。 
いざという時に借りたい人が困っています。読みたがっている人が待っています。マナーを守りましょう。 

タイトル 著者 内容 背ラベル

THE BOOKS green ミシマ社 編 書店員 365 人分のブックガイド 019/ザ 

命のカウンセリング 長谷川 泰三 大切な人の命を救うためにできることとは 146/ハ 

大人になるっておもしろい？ 清水 真砂子 個性を探しながら、一方で人と違わないことに心を砕く若者たちへ 159/シ 

マララ マララ・ユスフザイ いまイギリスで暮らす彼女が若い読者に語りかける 289/マ 

なぜ、この人と話をすると楽になるのか 吉田 直記 話すことが苦手なすべての人へ 361/ヨ 

ブラックバイト 大内 裕和 分析と対応法をまとめた｢ブラックバイト｣を知る 1冊 366/オ 

家族という病 下重 暁子 元 NHK アナウンサーが語る｢家族とは｣ 367/シ 

絵でよむ就職活動基本のき 伊藤 美樹 就職活動の｢どうすればいいの？｣をナビゲート 377/エ 

ナショジオが行ってみた究極の洞窟 ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ 地中に隠された世界の洞窟を大判の写真で紹介 454/ナ 

ペンギンが教えてくれた物理のはなし 渡辺 佑其 ﾊﾞｲｵﾛｷﾞﾝｸﾞという手法で動物たちの世界に迫る 481/ワ 

主夫になってはじめてわかった主婦のこと 中村 シュフ 専業主夫歴 5年｢主夫芸人｣が主婦仕事を集大成する 590/ナ 

シアワセなお金の使い方 南野 忠晴 日常に沿って｢シアワセなお金の使い方｣を伝授 591/ミ 

葬祭業界で働く(なるには BOOKS) 薄井 秀夫 葬祭業界で働く人たちの仕事と苦労と喜びを紹介 673/ウ 

イベントの仕事で働く(なるには BOOKS) 岡星 竜美 イベントに関わる人たちの活躍を一挙紹介 673/オ 

図解ひらがなの書き方 阿保 直彦 編 毛筆・筆ペンでひらがな、カタカナをマスター 728/ズ 

歌舞伎入門 犬丸 治 歌舞伎用語の解説、演目名や役名のルビなどを紹介 774/カ 

ミュージカル教室へようこそ！ 安倍 寧 音楽・演劇的工夫の解説、舞台写真を多数掲載 775/ア 

宝塚歌劇華麗なる 100 年 朝日新聞出版 編 宝塚歌劇の歴史を貴重な資料をもとに振り返る 775/タ 

アウトドアで働く(なるには BOOKS) 須藤 ナオミ アウトドアに関わる仕事に携わる人たちを紹介 786/ス 

4 ページミステリー 60 の奇妙な事件 蒼井 上鷹 ショートショート・ミステリーを 60 本収録 913/ア/2 

書店ガール 4 碧野 圭 書店を舞台としたお仕事エンタテインメント 913/ア 

一路 上・下 浅田 次郎 真冬の中山道を行く参勤交代。取り仕切るのは十九歳の若者！ 913/ア/1,2 

鹿の王 上・下 上橋 菜穂子 厳しい世界の中で未曾有の危機に立ち向かう、父と子の物語 913/ウ/1,2 

丕緒の鳥(十二国記) 小野 不由美 名も無き男たちの清廉なる生き様を描く 913/オ 

あん ドリアン 助川 どら焼き屋の軒先からはじまる、限りなく優しい魂の物語 913/ド 

火花 又吉 直樹 笑いとは何か、人間とは何か･･･ピース又吉デビュー小説 913/マ 

真夏の航海 ﾄﾙｰﾏﾝ･ｶﾎﾟｰﾃｨ 華々しい N.Y.社交界と、その陰りの中に生きる人々･･･ 933/カ 

新 着 図 書 一部をご紹介！ほかにもたくさん入っています


