
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 CD（2 階） 】 

☆『rainboW』 

ジャニーズ WEST[歌]（767.8||

ジ）ジャニーズエンターテイメン

ト, ジェイ・ストーム (発売) 

☆『1ST』 

SixTONES[歌] 

（767.8||ス）ソニーミュージ

ック・レーベルズ 

☆『ASTRO 2nd Full Album 

All Yours : YOU』 
ASTRO[歌]（767.8||ア）fantagio 

music 

【 資格試験の本（2 階） 】 

『頻出度順漢字検定 3級合格!問題

集, 2021年度版』 
漢字学習教育推進研究会編（810||ヒ） 

新星出版社 

※このほかに 4 級～準 1 級の本もあります 

『英検準 2級過去 6回全問題集,  

2021年度版』  

旺文社英検書（830||エ）旺文社 

※このほかに 4 級～準 1 級の本もあります 

 

 

【文庫（３階） 】 

 
『珈琲屋の人々』  
池永陽著 

（910||イケ）双葉社 

商店街に暮らす人々が『珈琲屋』

で語った人間ドラマを綴った短

編集。 

 
『ギフト』  
原田マハ [著] 

（910||ハラ）ポプラ社 

慌ただしい日常の中に潜む小さ

な幸せを描き出す、心温まる２

０の物語。 

 
『おとな小学生』 
益田ミリ [著] 

（910||マス）ポプラ社 

おとなの中の「こども」を描くコミ

ックエッセイ。 

『かがみの孤城, 上』  
辻村深月 [著] 

（910||ツジ||1）ポプラ社 

※下巻もあります 

『満月珈琲店の星詠み 本当

の願いごと』  
望月麻衣著 ; 桜田千尋画 

（910||モチ）文藝春秋 

☆『あの星が降る丘で、君と

また出会いたい。』  
汐見夏衛著（910||シオ） 

スターツ出版文庫 
 

 

【小説（３階） 】 

 
『52ヘルツのクジラたち』  
町田そのこ著 

（913.6||マチ）中央公論新社 

孤独ゆえ愛を欲し裏切られてき

た登場人物たちが出会い、物語

がうまれる。 

 
『作家と猫』  
平凡社編集部編 

（914.6||サツ）平凡社 

猫を愛する作家 49 人のエピソ

ード集。エッセイ、マンガ、写

真などを収録。 

  
☆『花束みたいな恋をした』  
坂元裕二原作・脚本/黒住光著 

（913.6||クロ）リトルモア 

すべての恋の思い出に捧ぐ、珠玉

のラブストーリー。2021年映画公

開作品を小説化。 

『雪のなまえ』  
村山由佳著 

（913.6||ムラ）徳間書店 

『かか』  
宇佐見りん著 

（913.6||ウサ）河出書房新社 

『オン・ザ・カム・アップ :  

いま、這いあがるとき』  

アンジー・トーマス作/服部理佳訳

（933||1 ト）岩崎書店 

中間試験が終了しました。図書館でお気に入りの

本や CD、雑誌を借りて、ひと休憩しましょう！  

緊急事態宣言が発令されている期間の開館時間は、

８：１０～１７：００です。 

（詳しくは開館カレンダーを確認してください。） 

ここで紹介するのは、ほんの一部。新しい本たちは、図書

館であなたを待っています！ 
 

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。 

図書館だより 
Ｎｏ．３６８ 

（２０２１．５．２５発行） 

図書館ほんのいち部 部長 

ぶらり 

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！ 

※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。

また、書名の前の☆は購入希望、＊は先生からの購入希望です。 
（例）379.9||モ 

新着図書案内 新しくこんな本が入りました！ 

 

 

図書館よりみなさんへお知らせ 

 

 

 

 

資格にチャレンジ！ 

応援してます！ 

 

中間試験 

おつかれさま～！ 

よくがんばった！ 



『その扉をたたく音』  
瀬尾まいこ著 

（913.6||セオ）集英社 

音楽と人が生み出す、たしかな希

望の物語。 

『5分で読める驚愕のラスト

の物語』 
ジ ャ ン プ ノ ベ ル 編 集 部 編

（913.68||ゴ）集英社 

※ほかにも同シリーズの本あります 

『貴族院の自称図書委員,１』 
香月美夜著 

（913.6||カズ||4-1）TOブックス 

※このシリーズの９巻まであります 

 

【小説以外の図書（３階, 4 階,5 階） 】 

 

 
『ifの地球生命史 : "もしも"

絶滅した生物が進化し続

けたなら』  
土屋健著/服部雅人イラスト 

（457.8||ツ）技術評論社 

もしも絶滅した生物が生きて進化

し続けているとしたらどうなって

いるかをリアルな CG で表現！ 

 
『数学ガールの秘密ノート 

確率の冒険』 
結城浩著 

（410.4||ユ）SB クリエイティブ 

確率では“全体は何か”を考えよ

う。確率の本質に迫る秀逸の数

学トーク。 

 
『明日、学校へ行きたくな

い : 言葉にならない思い

を抱える君へ』  
茂木健一郎著/信田さよ子著/山

崎聡一郎著 

（371.4||モ）KADOKAWA 

学校に関する悩みや思いと３人の

専門家が向き合う。 

 
『マンガで読める 目指せ！

声優への道』 
アミューズメントメディア総合学院

(監修) 

（778.77||ミ）新星出版社 

 

『スタジオジブリ全作品集』  
講談社編集 

（778.77||ス）講談社 

 
『キャラクターの色の塗り方 : 

人物をさらに魅力的にする

着色&レイヤーテクニック, 

新装版』 
kyachi著（726.5||キ）玄光社 

『いのちを呼びさますもの : 

ひとのこころとからだ』  
稲葉俊郎著 

（490.4||イ）KTC中央出版 

循環器内科医師の著者が、医療の

枠を越えて生命を語る。 

『勉強する気はなぜ起こらな

いのか』  
外山美樹著 

（141.72||ト）筑摩書房 

「やる気」のメカニズムから自分を

みつめなおそう。 

『マンガでわかる高校生から

のお金の教科書』  
小柳順治原作/漫画工房樹本村

塾, 十屋つぐみ画 

（330||コ）河出書房新社 

お金の基本をマンガで読みなが

ら学べる。 

『音楽で生きる方法』 
相澤真一[ほか]著 

（760.7||ア）青弓社 

音大受験、留学、仕事と将来…音

楽の道を楽しく歩む方法を解説。 

『建築家になりたい君へ』 
隈研吾著（520.7||ク）河出書房新社 

建築物は大きいけれど、その仕事

は小さなことの積み重ねでできて

いる。 

『＋1cm LIFE』  

キム・ウンジュ文（159||キ）文響社 

少し見方を変えるだけで、人生

は楽しくなる。あなたの未来

に、あと１cm の変化を。 

 

 

 
『暮らしのなかの SDGs : 

今と未来をつなげるも

のさし』  
アノニマ・スタジオ編 

（590||ク）KTC中央出版 

「SDGs の“ものさし”」を自

分のなかに持つことができる

アイデアブック。 

 
『世界を変えるSDGs : 2030

年までにわたしたちにでき

ることを考えよう!』  
小林亮監修 

（333.8||セ）あかね書房 

日本で生活している私たちが実行で

きる事柄を、クイズ形式等を使って

わかりやすく紹介。 

S D G s
エスディージーズ

という言葉を、生活や授業のなかで最近よく耳にしたり目にしたりしていると思

います。SDGs とは、「Sustainable
サ ス テ ナ ブ ル

 Development
ディベロップメント

 Goals
ゴールズ

（持続可能な開発目標）」の略称。

持続可能な世界を実現するための目標で、１７の項目があります。このコーナーでは、図書

館に所蔵している SDGs の関連本を毎号紹介していきます。 

新学期が始まってから緊張した生活を送って疲れている人や、自粛生活や梅雨の影響でゆ

ううつな気持ちになっている人が多いのではないでしょうか。そんなときは、無理をせず、

自分自身を大事にするセルフケアの時間を作ってほしいと思います！セルフケアの方法を、

１つ紹介します。 

 

 

 

SDGs 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:自分を大事にする時間） 

 

 

図書館でお気に入りの本や CD を借りて楽しむ時間も、 

セルフケアになります。図書館はあなたの来館を待っています！ 

※参考にした本 

他のセルフケアの方法が紹介されています。 

『イラスト版子どものスト

レスマネジメント : 自分

で自分を上手に助ける

45の練習』  ※５階に配架 

伊藤絵美著 

（493.937||イ）合同出版 

 

【今回紹介する本のテーマ】 

SDGs って何だろう？ 

（SDGs 概論） 

SDGs にむけての

Action を、関連本を

見ながら一緒に 

考えてみよう！ 


