
 

 著者の後ろの（  ）内の数字とカタカナは請求記号というもので、本の背中に 

ついているラベルです。このラベルの順に並んでいます。 

 書名の前の☆は購入希望、＊は先生からの購入希望です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 日本の小説類（３階） ☆ 

☆『啼かない鳥は空に溺れる』  

唯川恵著（913.6||ユイ） 

幼い頃から母の精神的虐待

に痛めつけられてきた千遙。

母と 2 人助けあって暮らし

てきた亜沙子。2 人はそれぞ

れ結婚を決める。けれどその

結婚が、“歪んだ”母娘関係

をさらに暴走させ ...。  

 

『中野のお父さん』 北村薫著（913.6||キタ） 

若き体育会系文芸編集者の娘と、

定年間近の高校国語教師の父が、

出版界で起きた様々な「日常の謎」

に挑む。  

 

 

☆ 文庫（３階） ☆ 

☆『博多豚骨ラーメンズ③～⑤』  

木崎ちあき著 

☆『ソードアート・オンライン・ 

プログレッシブ④』 川原礫著 

 

野村美月著 

『ヒカルが地球にいたころ…⑦ 空蝉』 

『ヒカルが地球にいたころ…⑧ 花散里』 

『ヒカルが地球にいたころ…⑨ 六条』 

 

『神様の御用人⑤』 浅葉なつ著 

『小説 心が叫びたがっているんだ。』   

豊田美加著 ： 超平和バスターズ原作 

『父と暮らせば』 井上ひさし著 

☆ ＤＶＤ（２階） ☆ 

貸出できません×館内で観てください。 

『映画ビリギャル』 

『くちびるに歌を』 

『おかあさんの木』 

『インサイド・ヘッド』  

『トゥモローランド』 

『イントゥ・ザ・ウッズ』 

 

 

☆ 小説以外の本（３・４・５階） ☆ 

 

『仕事・人生が変わるすごい！本 370冊』（019||シ） 

 

『大人に質問！「大人ってどのくらい大
変なんですか？」』 児童館のこどもたち，み
うらじゅん著（159.5||ミ） 

手加減なしで答えよう。 

 

『商都大阪をつくった男 五代友厚』  
宮本又郎著（289.1||ゴ） 

幕末維新期沈滞していた大阪にニュー・ビジネスモデ

ルを持ち込み、見事に近代経済都市として蘇生させた。 

 

『世の中ががらりと変わって見える物理の本』  
カルロ・ロヴェッリ著（421||ロ） 

世界一わかりやすい！だれもが驚くすごい物理学。 

 

『「いつものパン」があなたを殺す』 デイビッド・パールマ
ター，クリスティン・ロバーグ著（498.5||パ） 

みんな大好き！パン、パスタ、シリアル…の真実 

 

『あんこのおやつ』 森崎繭香著（596.6||モ） 

和＆洋素材とあんこのおいしい組み合わせ 

 

『お腹やせの科学』 松井薫著（780.7||マ） 

脳をだまして効率よく腹筋を鍛える 

 

新着案内 らい★ぶらり 
～ 本のほんのいちぶ  ～ 

 

大阪信愛女学院図書館  Ｎｏ．３１５（２０１６．４．６．発行） 

本を読む、調べ物、映画を観る…など、図書館の使い方はいろいろ。 

たくさんの資料を眠らせないでください。使わないなんてモッタイナイ！！ 

 

【開館時間】 月～金曜日 ８：１０～１７：３０ ／ 土曜日 ８：１０～１５：００ 

 

【貸出】 貸出カードは必要！（短大生は学生証） 

 冊数（本・ＣＤなどの合計） 貸出期間（返却期限は守って！） 

中高生 20冊まで 
本・・・２週間 

ＣＤや雑誌バックナンバー 

・・・１週間 

短大生 
子ども教育学科 20冊まで 

看護学科 10冊まで 

保護者・卒業生 10冊まで 

 

【予約をどうぞ】 新着展示中や貸出中、発注中のものは予約できます。 

 

【購入希望もできます】 図書館にない！そんな時は購入希望をしてください。 

 

【どこにある？】 図書館のことでわからないことは、カウンターでご相談ください。 

階数 置いてある資料の分野 特  徴 

５階 
社会科学・自然科学・工学 

農林水産・語学 

・ 職業紹介、手芸・料理関連の本はここ。 

・ 幼児教育、実習関連の本がたくさん。 

４階 
哲学・心理・宗教・歴史・地理・伝記 

洋書・百科事典・外国語事典 
・ 新聞・雑誌・旅行書もあります。 

３階 文学・文庫・紙芝居・芸術・体育 
・ 話題の小説や映画化作品などがあります。 

・ 写真集や楽譜はここ。 

２階 児童書・CD・DVD・資格試験 

・ すべての手続き・質問などは、2階のカウ

ンターで。 

・ 小学生が授業をしていることも。 

地下 閲覧できません。必要な資料はカウンターに申し出てください。 

鶴見キャンパス 
看護学科に関する資料は、すべてここにあります。 

原則、看護学科生以外は閲覧のみ。 

幼稚園 園舎にあるため、閲覧はできません。原則、貸出もできません。 

 



 

＜1か月の読書量＞                         （単位はすべて％） 

 
 

＜大阪信愛図書館利用率＞ 

 
 

＜館内で本を探す＞ 

 ＜調べ物をするとき＞ 
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信愛生の図書館利用 ～アンケート調査より～ 

＊短大は本館を利用する子ども教育学科生の結果 

＜よく読む雑誌＞ 
 短大 高校 中学 

1 Mer セブンティーン ポップティーン 

2 VIVI Myojo セブンティーン 

3 
Camcan, JJ, Ray  

MUSICA, ポポロ  
VIVI, ノンノ ポポロ 

4  アニメージュ、ポップティーン、ポポロ ポテト、Myojo 

5  アンアン、ゴシップス、デュエット ニコラ 

 

 

＜好きな作家＞ 
 短大 高校 中学 

1 山田悠介 湊かなえ、有川浩 東野圭吾 

2 湊かなえ 東野圭吾 あさのあつこ 

3 東野圭吾 山田悠介 又吉直樹 

4 有川浩 伊坂幸太郎 湊かなえ 

5 
あさのあつこ、江戸川乱歩、 

乙一、朝井リョウ、又吉直樹 
宮部みゆき、西尾維新 有川浩 

 

 

＜最近読んで面白かった作品＞ 
 短大 高校 中学 

1 
君の膵臓が食べたい、 

図書館戦争 
図書館戦争 

グラスホッパー、 

図書館戦争 

2 
さまよう刃、永遠の０、火花、こ

の世界から猫が消えたなら、母性 
キリン、少女 ハリー・ポッター 

3  こころ、レインツリーの国 カゲロウデイズ、火花 

4  

N のために、ピンクとグレー、 

プラチナ・データ、永遠の０、 

夏と花火と私の死体 

ソロモンの偽証 

 

＜ご意見・ご要望＞ 

☆「新刊を入れて」「ＣＤや雑誌のジャンルを増やして」という意見をたくさんいただきました。 

⇒個別の希望は“購入希望”を出してください。予算の都合によりすべてに 

お応えできませんが、努力します。 

☆館内設備について改善が難しいこともありますが、こんなご意見がありました。 

・ エレベータやトイレがこわい。⇒エレベータが怖いなら階段を使ってください。 

トイレはなぜこわい？？ 

・ 研究室の機材が古い。音が気になる。⇒機材は少しずつ入れ替えしています。音については、 

お互い音量に注意して利用してください。 

・ 館内の冷暖房について⇒館内全体の冷暖房は細かな調節ができません。 

研究室は相談してください。 

 

雑誌やマンガは読んでいる？ 

図書館の先生に聞いた方が早いことも 

便利だけど、注意することも 

たくさんあります！ 


