
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【 DVD（2 階） 】 
 

『糸』 
 平野隆原案・企画プロデュース/林民夫脚本/瀬々敬久監督 

（778||イ）TBS テレビ (発売), ポニーキャニオン(販売) 

『糸』林民夫 [著] 

（文庫 910||ハヤ）幻冬舎 

『浅田家!』 
 浅田政志原案/中野量太監督・脚本（778||ア）東宝（発売・販売） 

『浅田家!』中野量太著 

（文庫 910||ナカ）徳間書店 

『花束みたいな恋をした』 
 坂元裕二脚本/土井裕泰監督（778||ハ） 

TBS スパークル (発売), TC エンタテインメント(販売)  

『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 

※DVD は、図書館にある研究室を利用して館内視聴ができます。（著作権法により、貸出不可） 
 

 

【文庫（３階） 】 
 

＜オーダーは探偵に＞シリーズ完結編

『忘れられし謎解きと珈琲

エメラルド』 
近江泉美[著]（文庫910||オウ）KADOKAWA 

＜後宮の烏＞シリーズ 

※この巻以外も図書館にあります！ 

『後宮の烏 6』 
白川紺子著（文庫 910||シラ||6）集英社 

『竜とそばかすの姫』 
 細田守[著]（文庫 910||ホソ） 

KADOKAWA 

歌が導く奇跡の出会いと成長の物語。 
 

 

【小説（３階） 】 
 

＜おいち不思議がたり＞シリーズ 

『星に祈る』 
あさのあつこ著（913.6||アサ）PHP 研究所 

死んだ人の姿が見える能力を持つ少

女・おいち。江戸時代のまちを舞台

に、医者になる夢にむかって進む！ 

『彼岸花が咲く島』 
李琴峰著（913.6||リ）文藝春秋 

記憶喪失の少女がたどり着いたの

は、男は＜日本語＞・女は＜女語＞

を話している不思議な島。ヒガンバ

ナが咲く島を舞台にした小説。 

『貝に続く場所にて』 
石沢麻依著（913.6||イシ）講談社 

9 年前の震災で行方不明になった友

人が、目の前に現れた。このことで、

主人公は震災の記憶を呼びさまし。人

と場所の記憶に向かいあう。 

『ボーンヤードは語らない』 
市川憂人著（913.6||イチ）東京創元社

ミステリー小説『ジェリーフィッシュは凍

らない』の登場人物の過去を描く。 

『さよならの向う側』 
清水晴木著（913.6||シミ）マイクロマガジン社 

様々な人たちの最後の再会を描いた

５つのエピソード。 

『虹いろ図書館のひなとゆん』 
櫻井とりお著（913.6||サク）河出書房新社

図書館での出会いを通して、迷いも憂

いも虹色に変わる物語。 

＜中学生医学生＞シリーズ完結編 

『医学のつばさ』 
 海堂尊著（913.6||カイ）KADOKAWA 

東城大医学部に通う中学 3年生が主人公。 

＜しゃばげ＞シリーズ第 20 弾 

『もういちど』 
畠中恵著（913.6||ハタ）新潮社 

『白光』 
朝井まかて著（913.6||アサ）文藝春秋 

画家・山下りんの激動の生涯を描く。 

“スガリさん”シリーズの他も本もあります♪ 

『スガリさんの感想文は

いつだって斜め上』 
平田駒著（913.6||ヒラ）河出書房新社 

感想文の天才である高校生のスガ

リさんと気弱な直山先生が『読書感

想部』を立ち上げ、感想文をヒント

に巻き起こる事件を解決する。 

『ワラグル』 
浜口倫太郎著（913.6||ハマ）小学館 

崖っぷちの中堅漫才コンビ、リンゴサ

ーカスの起死回生ストーリー！ 

『ゼアゼア』 
トミー・オレンジ著/加藤有佳織訳

（933||オ）五月書房新社 

今を生きる都市インディアンの物語。 

図書館だより 
Ｎｏ．３７２ 

（２０２１．9．29 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 

 

 

新着図書案内 新しくこんな本が入りました！ 

 

 

秋は、読書の季節♪ 

図書館には、新しい本がたくさん入って 

きています。 

勉強に、休憩に、ぶらりと来館してみてくださいね！ 図書館ほんのいち部 部長 

ぶらり 

 見ながら 

読んでみよう♪ 

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。 

第 165回 

（2021年上半期） 

芥川賞受賞作 

今年の夏 

公開映画の 

小説♪ 

関連図書 

関連図書 

関連図書 



【小説以外の図書（３階, 4 階,5 階） 】 

『目でみる数字』 
 岡部敬史文/山出高士写真

（410.4||オ）東京書籍 

日常にあふれる数字を目で見える

形にした写真集。写真で見ると、

新たな発見があります！ 

『お菓子の箱だけで作る 

すごい空箱工作』 
はるきる著（754.9||ハ）ワニブックス 

お菓子の箱が大変身♪見ているだ

けでも、作ってみても楽しい本。 

『夢中になれる小児病棟』 
松本惠里[著]（369.49||マ）英治出版 

著者は病気や障がいがある子どもにア

ートを届ける NPOの代表者。アートの

力で、子ども達の目の輝きを取り戻す！ 

『31cm  ヘアドネーション

の今を伝え、未来につなぐ』 
Japan Hair Donation & Charity 監修

（369.49||サ）KuLaScip 

『猫がいてくれるから』 
主婦の友社編（645.6||ネ） 

主婦の友社 

『本音を言おうとすると涙が

出てくる  HSP の繊細さが

才能に変わる魔法』 
 ゆりか著（493.79||ユ）朝日新聞出版 

 『資料と課題文を攻略し

て合格答案を書くため

の小論文のオキテPRO』 
 鈴木鋭智著（816.5||ス||G） 

  KADOKAWA 

『何を準備すればいいかわか

らない人のための総合型選

抜・学校推薦型選抜<AO 入

試・推薦入試>のオキテ 55』 
  鈴木鋭智著（376.8||ス||G）KADOKAWA 

『飯テロ!』 
 もみじ真魚著（726.5||モ） 

パルコエンタテインメント事業部 

“空腹のときに読むの禁止！”と思うくら

い、おいしそうなフードイラスト集！ 

『教養としての 

ロック名曲ベスト 100』 
 川﨑大助著（764.7||カ）光文社 

この本を読んだら、名曲に出会えるか

もしれない?！ロック名曲 100を紹介。 

『ときめく貝殻図鑑』 
 寺本沙也加文 /大作晃一写真

（484||テ）山と溪谷社 

文庫本より小さなかわいいサイズの

本。美しい貝がらに、心ときめきます♪ 

『たった 1 秒! 

韓国語つぶやきレッスン』 
たろん著（829.1||タ）青春出版社

毎日 1 秒で、韓国語を学ぼう！ 

『あんなにあんなに』 
ヨシタケシンスケ著（E||ヨ）ポプラ社 

日常にあふれるたくさんの「あんなに」

の中で、子どもは大人になっていく。 

『江戸のジャーナリスト葛飾北斎』 
千野境子著（721.8||カ）国土社 

90 歳まで絵筆を執った浮世絵師・葛

飾北斎の人物像にせまる。 

『グッド・モーニング・トゥ・

ユー! ケニアで障がいの 

ある子どもたちと生きる』 
 公文和子著（369.49||ク） 

いのちのことば社<フォレストブックス> 

『森の物語 シートン 

ショートセレクション』 
 アーネスト・トンプソン・シートン作

今泉吉晴訳/ヨシタケシンスケ絵

（480.4||シ）理論社 

『室町は今日もハードボ

イルド 日本中世のア

ナーキーな世界』 
 清水克行著（210.4||シ） 

新潮社 

 

 

 

 

 

 

  

✎9月 8日の「国際識字デー」は、文字を読み書きし、

理解できる能力「識字」の必要性を世界に広めるための

記念日です。 

✎9月 1日の「防災の日」は、1923年 9月 1日に

発生した関東大震災に由来。台風や津波、地震などの災

害への心構えを、改めて意識するための日です。 

目標 4 

質の高い 

教育を 

みんなに 

 

 
『ランドセルは海を越えて』 
内堀タケシ写真・文（372.262||ウ）ポプラ社 

小学校で使用したランドセルを、日本からアフ

ガニスタンに贈る活動を紹介した写真絵本。

海を渡ったランドセルは、カバンの用途だけで

はなく、丈夫なので机としても使われる。 

目標 11 

 
住み続けられる 

まちづくりを 

 

 

 

 
『家をせおって歩く』 
村上慧作（365||ム）福音館書店 

著者が、発泡スチロールで作った小さ

な白い家をせおって日本を移動しなが

ら生活した日々を記録。“安心できる住

まいって、何だろう？”と考えさせられる。  

「食欲の秋」、「芸術の秋」、「スポーツの秋」、そして「読書の秋」。秋は、いろいろなことに適

した季節だと言われます。あなたの「〇〇の秋」は、何ですか？ 
 

「毎日忙しくて、読書のために使える時間がない」と感じている人には、図書館 3 階にある

【すきまの時間が楽しくなる小説コーナー】がオススメ！3 分、5 分…短い時間で結末まで

読める短編小説を集めたコーナーです。「読書の秋」始めませんか♪ 

ぶらりのひとりごと（今月のテーマ:「〇〇の秋」） 

 

 

9月 1日は「防災の日」、そして、8 日は「国際識字デー」でした。 

そこで、この２つの記念日に関連して、SDGs の 17 目標のうち【目標 4：質の高い教育をみ

んなに】と【目標 11：住み続けられるまちづくりを】の関連図書を紹介します。図書館 2 階

の SDGs コーナーでは、ここで紹介したもの以外にも関連図書を展示しています！ 

SDGs
エスディージーズ

への Action ～あなたは何する？～ 

 

 

＜3 分間ノンストップショート 

ストーリー＞シリーズ 

『秋の物語』 
PHP 研究所編/ココロ直[ほか]執筆 

（913.68||ラ）PHP 研究所 

 

<5 分後に意外な結末>シリーズ 

『黄色い悲喜劇』 
（913.68||ゴ||5）学研プラス 

 

 
大学入試関連の本 

たくさん図書館に 

あります！ 

活用してね♪ 

＜5 分シリーズ＞ 

『5 分後に笑えるどんでん返し』 
エブリスタ編（913.68||ゴ）河出書房新社 

 

3min 

5min 5min 

 

読書の時間を少し作って、 

気持ちと時間を 

切り替えよう♪ 


