
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

【 CD（2 階） 】 

☆『YOUNG FOREVER』 
 BTS（防弾少年団）[歌]（767.8||ボ） 

BIGHIT ENTERTAINMENT 

☆『すとろべりーらぶっ!』 
 すとぷり [歌]（778.77||ス） 

STPR Precords (発売), UNIVERSAL MUSIC LLC (販売） 
 

【文庫（３階） 】 

『運は数学にまかせなさい : 

確率・統計に学ぶ処世術』  
ジェフリー・S.ローゼンタール著/柴田裕之訳/

中村義作監修（417||ロ）早川書房 

『るろうに剣心 : 最終章

The Final : 映画ノベライズ』  
和月伸宏原作/田中創著/大友啓史

脚本（910||タナ）集英社 

『漁港の肉子ちゃん』  
西加奈子 [著]（910||ニシ）幻冬舎 

この夏公開映画の原作本。港町

に生きる肉子ちゃん親子と 2 人

の周りの人々を描く物語。 
 

【小説（３階） 】 
5分シリーズ 

『5分後に美味しい 

ラスト』 エブリスタ編 

（913.68||ゴ）河出書房新社 

5分シリーズ、他にもたくさんあります！ 

5分間ノンストップショートストーリーシリーズ 

『ラストでわかるだれの手紙』  
たからしげる編 

（913.68||ゴ）PHP研究所 

同じシリーズが、他にもあります！ 

『できることならスティードで』  
加藤シゲアキ著 

（914.6||カト）朝日新聞出版 

旅をテーマにした短編小説を加えた旅

がテーマのエッセイ集。 

『薔薇のなかの蛇』 
恩田陸著（913.6||オン）講談社 

呪われた館で事件が起こる！著者・恩

田陸さんの 17年ぶりの最新長編。 

 

 

 

 

都会
ま ち

のトム&ソーヤゲーム・ブック シリーズ 

『ぼくたちの映画祭』 
はやみねかおる, 藤浪智之作/ 

にしけいこ画（913.6||ハヤ）講談社 

『琥珀の夏』  
辻村深月著（913.6||ツジ）文藝春秋 

子どもの頃の記憶の扉が開き、忘れてい

た日の友情と罪がよみがえる。 

『死にたがりの君に贈る物語』  
綾崎隼著（913.6||アヤ）ポプラ社 

『神さまのいうとおり』  
谷瑞恵著（913.6||タニ）幻冬舎 

『雷神』 

道尾秀介著（913.6||ミチ）新潮社 

図書館だより 
Ｎｏ．３７０ 

（２０２１．7．19 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 

 

 

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。 

※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！ 

 

 

夏の長期貸出期間スタートしています！ぜひ活用ください！ 

所  属 貸出開始日 返却日 

小学生 
７月 1 日（木）～ 

９月 10 日（金） 

中高生  ９月 ３日（金） 

子ども教育学科 
７月 12 日（月）～ 

１０月 8 日（金） 

看護学科 ９月 ３日（金） 

保護者・卒業生・学外登録者 ７月 19 日（月）～ ９月 ３日（金） 

 
夏休み中の図書館開館カレンダー 

 

（8/25（水）から平常通りの開館になります。） 

 

5分だけ

読書して

みよう♪ 

日 月 火 水 木 金 土

7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24

閉館
8:10～

15:00

7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31

閉館
8:10～

15:00

8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7

閉館 閉館

8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14

8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21

閉館 閉館

8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28

閉館
8:10～

15:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00 8:10～17:30

閉　館

9:00～17:00

8:10～17:30 閉館



【小説以外の図書（３階, 4 階,5 階） 】 

『るるぶ宇宙 : 探査の最前

線から未来の旅行プランま

で徹底ガイド』 林公代監修 
（538.9||ル）JTBパブリッシング 

今年の夏休みは、思い切って、将来

の宇宙旅行の計画をたてよう！ 

『安いニッポン : 「価格」が

示す停滞』中藤玲著（332.1||ナ）

日経 BP日本経済新聞出版本部, 日

経 BPマーケティング (発売) 
他国と比較すると日本は物価も賃金も

安い。それが意味することとは？  

『フットボールネーション 1』 
大武ユキ著（726.1||オ||1M）小学館 
既存のサッカー漫画とはひと味違

う！「サッカーで日本を幸せにした

い」という思いで作られた漫画。 

『ブタとともに』  
山地としてる著（748||ヤ）青幻舎 

養豚場での日々や子ブタの写真を

見ていると、「いただきます」を言

うときの気持ちが変化する一冊！ 

『中学英語をもう一度ひとつ

ひとつわかりやすく。』  
学研教育出版編 /山田暢彦監修

（835||チ）学研教育出版, 学研マーケ

ティング (発売) 

『防災クエスト : 家族みん

なで防災ミッションを攻略し

よう!』 辻直美著/エイイチ絵 
（369.3||ツ）小学館クリエイティブ, 

小学館 (発売) 

『世界のおやつ : おうちで作

れるレシピ 100』 鈴木文著 
（596.6||ス）パイインターナショナル 

世界のおやつ 100 品のレシピを紹

介。おいしそうなお菓子は、見てい

るだけで幸せ気分になる♪ 

『毎日がもっと輝くみんなの

文具術』  
日本能率協会マネジメントセンター編 

（589.7||マ）日本能率協会マネジメントセンター 

普段使っている文房具を活用して、

毎日をキラリと輝かせよう！ 

『13歳から分かる!プロフェ

ッショナルの条件』  
藤屋伸二監修/大西洋イラスト 
（159||ジ）日本図書センター 

成果をあげるために必要な５つの能力

について学べるのドラッカーの入門書。 

☆『ハイキュー!!complete 

illustration book』  
古舘春一著（726.5||フ）集英社 

☆『呪術廻戦公式ファンブック』  
芥見下々著（726.1||ア）集英社 

『フリーハグ!/FREEHUGS!』  
桑原功一著 

（289.1||ク）日本図書センター 

『10歳から考える「好き」を

強みにする生き方 : 人生を

楽しむ仕事につくために』  
（159||ジ）えほんの杜 

『うまく描くの禁止 : ツラくな

いイラスト上達法』  
さいとうなおき著・カバーイラスト 

（726.5||サ）パイインターナショナル 

『あなたが伸びる学び型 : 

ドラゴン桜と FFS理論が教

えてくれる』 古野俊幸著
（379.7||フ）日経 BP, 日経 BPマー

ケティング (発売) 

 

 

 

 

 

※上段の「たとえばこんな問題が…」は、ユニセフ HP（https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/）より引用。 

 

 

 

 

 

図書館にあります！ 

青少年読書感想文全国コンクール課題図書 

中学生の部 高校生の部 

『ウィズ・ユー/with you』  

濱野京子作/中田いくみ装画・挿図

（913.6||ハマ）くもん出版 

『水を縫う』  

寺地はるな著 

（913.6||テラ）集英社 

『アーニャは、きっと来る』  

マイケル・モーパーゴ作/佐藤見果夢訳

（933||モ）評論社 

『兄の名は、ジェシカ』  

ジョン・ボイン著/原田勝訳 

（933||ボ）あすなろ書房 

『牧野富太郎 : 日本植物学の父』  

清水洋美文/里見和彦絵 

（289.1||マ）汐文社 

『科学者になりたい君へ』  

佐藤勝彦著 

（407||サ）河出書房新社 

目標 6 

 
安全な水と

トイレを 

世界中に 

 

 

 

水道の設備がない暮

らしをしている人は

22億人です。 
『せかいのトイレ』  
ERIKO著/佐藤満春監修/寺崎愛イラスト

（383.9||エ）日本能率協会マネジメントセンター 

トイレから文化や環境の違いを考える。 

『水がなくなる日』  
橋本淳司著/やまぐちかおりイラスト 

（517||ハ）産業編集センター 

水の現状を、イラストとともに紹介。 

目標 14 

 
海の豊かさ

を守ろう 

 

 
 

私たちが使っている

ペットボトルやビニー

ル袋などのプラスチ

ックゴミが年間 800

万トン、海に流れ出て

います。 

『温暖化で日本の海に何が起

こるのか」』 山本智之著 

（468.8||ヤ）講談社 

大阪湾など、身近だけど知らなかった

日本の海の状況がわかる。 

<海は地球のたからもの>シリーズ 

『海は病気にかかっている』 
保坂直紀著 

（452||ホ||1）ゆまに書房 

写真や図から、海のかかえている”病

気”を知ることができる。 

7月 22日は「海の日」！「海の日」にあわせて、海や安全な水を守るためにできることを

考えてみませんか？このコーナーでも、SDGs の 17 目標のうち【目標 6：安全な水とトイレ

を世界中に】と【目標 14：海の豊かさを守ろう】の関連図書を紹介します。 

SDGs
エスディージーズ

への Action ～あなたは何する？～ 

 

 

 1 学期の授業期間が、7 月 21 日の終業式で終了。みなさん、1 学期おつかれさまでした！ 

図書館は、夏休み中も開館しています。（詳しくは開館カレンダーをご覧ください。） 

勉強や読書、DVD・雑誌の閲覧に♪館内を涼しくして、あなたのぶらりと来館を待ってます！ 

ぶらりのひとりごと（今月のテーマ:1 学期よくがんばった！） 

 

 

たとえばこんな問題が… 

たとえばこんな問題が… 

 

すばらしい 

夏休みに 

なりますように♪ 

15巻まで 

図書館にあります！ 

 

図書館２階の 

SDGs コーナーで 

展示中です！ 

 
夏休みの課題に役立つ本 

図書館にいろいろあります！ 



 


