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22号店
2019(令和元)年8月
店主：学生図書委員5年生
(下地・呉屋・ゲレグドルジ・宮城)

期末試験まで残り1週間ほどになりました。
みなさん、試験勉強は進んでいますか？
勉強が行き詰まってきたら、場所を変えてみるのもいいかもしれません。
そんな時にはぜひ図書館に足を運んでみてください！
※この発刊紙は、学生が作るニュース（図書館発行）です。
“ほん屋” of the students, by the students, for the students

ブックレビュー紹介
メディア情報工学科 ５年
ゲレグドルジ ミンジン

『The God father』

著： Mario Puzo

I watched its movie years ago this is how I met this book.
The movie was so entertaining that it became one of my
favorite ones. Mario Puzo paints this elaborate picture of
the Sicilian mafia through the eyes of Micheal Corleone, a
returning Marine Corps hero who at first wants nothing to do
with the crime family that his father has built. His father
Don Vito is a very powerful and respected “wise old man”.
He “makes you an offer you can’t refuse”. Because, in
case you do, be prepared to find a dead horse’s head in
your bed.
It shows everyday operations of a criminal empire, be a
character-driven psychological drama, a tale of immigrant
experience and a study of Italian-American lifestyle all at
the same time. The storyline is intensive, believable and it
can keep at the edge of your seat for almost a whole book.
Puzo does everything in this book: action, drama, romance,
epic, humanity, pulp.
I wasn’t happy about how female characters got shoved
into tiny boxes of being obedient wives, mothers and
daughters, whilst men make all the decisions. But because of
this, the entire story is masculine in an amazing way which
actually shows the male main characters’ worldview. It also
shows us a group of men surviving, reacting, finding fights
and revenge in the harsh world they live in.

情報通信システム工学科
中平 勝也先生

『ペット・セマタリー』

著：スティーヴン・キング

スティーヴン・キングはスタンドバイミーなどの感動ものか
らIT（イット）などのホラーまで執筆するマルチな作家です。
その中で、この作品は1980年代に発表されたホラーもので
す。メイン州の美しく小さな町に越してきた、夫婦と子どもと
ペットの一家。近くにあるペットの共同墓地（ペット・セマタ
リー）に、事故で死んでしまったペットを埋めると恐ろしいこ
とが起こります。
あまりの恐ろしさにしばらく発表が見あわせられたとも言
われた作品です。 1989年に映画化されましたが、本のほう
がずっと怖いです。
作品は少し長いですが、主人公の立場だったらどうするだ
ろうと思ってしまい、じわりじわり怖くなってきます。この夏に
読んで涼しくなってみてはいかがでしょうか。

機械システム工学科 ５年
上原 惠太

『ジパング』

著：かわぐちかいじ

本書は純文学ではなく、漫画という種類に分類され
ます。漫画なので、読む機会は増えるはずです。この
本は、英語版しか置いていませんが、専門用語も羅
列されており、教本としても最適です。
内容も今の海上自衛隊が第二次世界大戦にタイム
スリップするというもので、戦争の重さを多少なりとも
知れる内容となっています。ちょっとした無双もあるの
で、是非とも一度は手に取ってみてはいかが？

店主のつぶやき
今年も暑くなってきました。
冷房の効いた図書館で過ごす
静かな休日も快適かもしれません。

延滞している本がある学生は、
早めに返却してください！
また、本を紛失した場合は、図書館
カウンターに相談に来て下さい。

