
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【CD（２階） 】 

☆『Miss PILOT フジテレビ系ドラマ

Original Soundtrack』 
末廣健一郎, 得田真裕音楽（778.8||ミ）ポニー・キャニオン 

☆『いつかこの恋を思い出してきっと泣いて

しまう オリジナルサウンドトラック』 
得田真裕音楽（778.8||イ）ポニーキャニオン 

☆『空飛ぶ広報室オリジナル・サウンドトラック』 
河野伸音楽（778.8||ソ）Anchor Records 

☆『semicolon Special Album』 
SEVENTEEN [歌]（767.8||セ）Dreams 

 

【小説（３階） 】 

『さよならも言えないうちに』 
川口俊和著（913.6||カワ）サンマーク出版  

☆『読書間奏文』 
藤崎彩織著（914.6||フジ）文藝春秋 

『みとりねこ』 
有川ひろ著（913.6||アリ）講談社 

『キリギリスのしあわせ』 
トーン・テレヘン著/長山さき訳 

（949.3||テ）新潮社 

〈なんでもあります（太陽と月、星

以外）〉と看板に書かれたキリギリス

のお店を舞台した物語。 

鬼滅の刃ノベライズシリーズ 

『遊郭潜入大作戦編』 
吾峠呼世晴原作・絵/松田朱夏著

（913.6||ゴト）集英社 

『鬼滅の刃 無限列車編』の続編。 

今度は、鬼の棲む遊郭に潜入！ 

ガリレオシリーズ第 10 弾 

『透明な螺旋』 
東野圭吾著（913.6||ヒガ）文藝春秋 

天才物理学者・湯川学のガリレオシリ

ーズ。この作品で、ガリレオの最大の

秘密が明かされる!? 

☆『ねじねじ録』 
藤崎彩織著（914.6||フジ） 

水鈴社, 文藝春秋 (発売) 

『きみのいた森で』 
ピート・ハウトマン作/こだまともこ訳

（933||ハ）評論社 

『おまえなんかに会いたくない』 
乾ルカ著（913.6||イヌ） 

中央公論新社 

『アオハルの空と、ひとり 

ぼっちの私たち』 
櫻いいよ著（文庫 910||サク）集英社 

『三千円の使いかた』 
原田ひ香著 

（文庫 910||ハラ）中央公論新社 

『護られなかった者たちへ』 
中山七里著（文庫 910||ナカ）宝島社 

この秋公開の映画のノベライズ版。 

図書館だより 
Ｎｏ．３７3 

（２０２１．10．25 発行） 

大阪信愛学院図書館     図書館はあなたのぶらりと来
らい

館を待っています！ 

図書館よりみなさんへお知らせ 

 

 

新しい本が図書館にたくさん入りました！ 

ここで紹介するのは、ほんの一部です。 
 

購入希望も随時受け付けしています。 

みなさんの「この本、読みたい！」お聞かせください。 

※著者の後ろの（  ）内の数字とカタカナは請求記号、書名の前の☆は購入希望を示します。 

新着図書案内 新しくこんな本が入りました！ 

 

 

読 書 週 間 

10 月 27日～11月 9日 

読書の秋♪ 
 

普段から読書を楽しむ人も、普段は読書

をしない人も、この読書週間にあわせて、 

本を 1 冊手に取ってみませんか？ 

 

 読書週間を記念して、今から歌をうたうよ～♪ 

図書館で借りた本 隅から隅まで読まないといけないの？ 
 

「違うな」と思ったら返却して別の本を借りたら いいんだせ～♪ 

だから 気軽に読んでみようぜ Ｗｏｗ～♪ 

 

持ってくるのを忘れた貸出カード 今日はもう借りられないの？ 
 

カウンターで名前を伝えたら貸出カードを忘れても 借りられるぜ～♪ 

だから どんどん読んでみようぜ Ｗｏｗ～♪ 

（友だちの貸出カードをかりるのは、トラブルにつながるのでやめよう） 

 

参考書コーナーや CD や DVD のコーナーも あるんだぜ～♪ 

だから 図書館行ってみようぜ Ｗｏｗ Ｗｏｗ Ｗｏｗ～♪ 

♪ いいんだぜ for you ～図書館からあなたに伝えたい～ ♪ 

図書館ほんのいち部 部長 

ぶらり 



【小説以外の図書（３階, 4 階,5 階） 】 

『大丈夫じゃないのに 

大丈夫なふりをした』 
クルベウ著/藤田麗子訳（159||ク） 

ダイヤモンド社 

がんばる自分に優しくなれる言葉が

つまった一冊。挿絵も素敵です。 

『ピポンのフェルトで作る 

部活応援チャーム』 
がなはようこ, ピポン著（594.9||ガ）

文化出版局 

運動部も文化部も、フェルトの応援

チャームを作って応援しあおう！ 

『最近、地球が暑くてクマっ

てます。』 
水野敬也, 長沼直樹著/江守正多監修

（519||ミ）文響社 

シロクマと一緒に温暖化時代を生き

抜く方法を考える地球温暖化対策本。 

『「走り」が変わる!陸上競技ス

プリント最強のコツ 50新装版』 
安井年文監修（782.3||ハ） 

メイツユニバーサルコンテンツ 

コツを知って陸上競技をきわめる！ 

『虹の図鑑』 
武田康男文・写真（451.75||タ）緑書房 

きれいな虹を見ていると、幸せな気

持ちになる写真集。最近、虹を見ま

したか？ 

『眠る投資 ハーバードが 

教える世界最高の睡眠法』 
田中奏多著（498.36||タ）アチーブメント出版 

良い睡眠をとって、起きている時間 

のパフォーマンスを上げよう♪ 

『60分でわかる!SDGs超入門』 
バウンド著（335.15||バ）技術評論社 

『メンタル強め美女白川さん』 
獅子著（726.1||シ||M）KADOKAWA 

☆『他がままに生かされて』 
山中拓也著（767.8||ヤ）KADOKAWA 

『飼育員さんのすごいこたえ』 
淡路ファームパークイングランドの丘著

（480.4||ア）ワニブックス 

『生き物がいるかもしれない

星の図鑑』 
荒舩良孝著（445||ア）SB クリエイティブ  

『まちの植物のせかい そん

なふうに生きていたのね』 
鈴木純文・写真（470.7||ス）雷鳥社 

『スポーツ精神科医が教え

る日常で活かせるスポーツ

メンタル』 
木村好珠著（780.14||キ）法研 

『不思議で怪しいきのこの 

はなし』 
ホ ク ト き の こ 総 合 研 究 所 監 修

（474.8||フ）清水書院 

『僕に居場所をくれたスケー

トボードが、これからの世界

のためにできること。』 
SHIMON著（786||シ）ぴあ中部支社 

『中学生の知識で数学脳を

鍛える』 
鈴木貫太郎著（410||ス）大和書房 

数学のおもしろさを通して、物事を「理

論的な考える方法」を身につけよう。 

『沈没船博士、海の底で歴

史の謎を追う』 
山舩晃太郎著（202.5||ヤ）新潮社

沈没船を発掘し、調査研究を行う沈没

船博士という仕事を知っていますか？ 

『病と妖怪 予言獣アマビエ

の正体』 
東郷隆著（388.1||ト）集英社インタ

ーナショナル, 集英社 (発売) 

病除けの妖怪「アマビエ」の正体は！? 

『君か、君以外か。  

君へ贈るローランドの言葉』 
ROLAND著（289.1||ロ）KADOKAWA 

『「やめる」という選択』 
澤円著（159||サ）日経 BP, 日経

BPマーケティング (発売) 

『みちこさん英語をやりなお

す』 
益田ミリ著（830.4||マ）ミシマ社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎日 1ページにぴったりの本 図書館にあります♪ 

『1日 1ページ物理の 

教養 365』 
クリフォード・A.ピックオーバー著/

山本常芳子訳（420.4||ピ） 

ニュートンプレス 

『366日絵のなかの 

部屋をめぐる旅』 
海野弘解説・監修（723||サ） 

パイインターナショナル 

『1 日 1 ページ、読むだけ

で身につく日本の教養

365, 歴史編』 
小和田哲男監修（210||イ）文響社 

目標 12 

 
つくる責任 

つかう責任 

『はじめてのエシカル』 
末吉里花著（519||ス）山川出版社 

最近「エシカル消費」という言葉をよく見かけます。「エ

シカル＝倫理的な」消費とは何かを知るの入門書。 

『プラスチックの現実と未来へのアイデア』 
高田秀重監修（519||プ）東京書籍 

水に溶けず腐食もしないプラスチック。プラスチックご

みを減らすアイデアがつまっています。 

10月は、３Ｒ推進月間です。 

３Ｒ推進月間にあわせて、図書館２階の SDGｓコーナーでは【目標 12 : つくる

責任 つかう責任】の関連図書を紹介しています。その一部を紹介します！ 

 

SDGs
エスディージーズ

への Action ～あなたは何する？～ 

 

 

ぶらりのひとりごと（今月のテーマ:３６５日） 

 

 

←さて、この数字は、何の数字でしょう？？ 

２０２１年１月１日から数えて、この「図書館だより 

らい☆ぶらり No.３７３」の発行日である２０２１年

１０月２５日は、２９8日目。２０２１年は残り６７日。 

時の流れは速いです！ 

みなさんは、３６５日欠かさずやっていることってありますか？ 

新習慣に、３６５日毎日１ページずつ本を読んでみるのはどうでしょうか。 

１年はあっという間ですが、コツコツ積み重ねると分厚い本も読破できるかも？！ 

３Ｒ 

Reduce 
（リデュース） 



 


