
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年の 3 つのテーマから本をご紹介！ 

テーマ【情報の世紀】より テーマ【光を追いかけて】より テーマ【科学史タイムトラベル】より 

『QRコードの奇跡』 
小川進著（007.6||オ） 

東洋経済新報社 

日本で開発され、世界

中で活躍する QRコード

の誕生の軌跡を描く。 

『虹の図鑑』 
武田康男文・写真 

（451.75||タ）緑書房 

「虹」とは何か？美しい写真や

イラストとともに解説。 

『漫画サピエンス全史 

人類の誕生編』 
ユヴァル・ノア・ハラリ原案・脚本/ダヴ

ィッド・ヴァンデルムーレン脚本/ダニエ

ル・カザナヴ漫画/安原和見訳 

（209||ハ）河出書房新社 

私たちの歴史はこうして始まった！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【小説（３階） 】 
 

『湊かなえのことば結び』 
湊かなえ [著]（914.6||ミナ）角川春樹事務所 

湊さんのラジオ番組から生まれた

本。元気がわいてくる優しい言葉。 

『#真相をお話しします』 
結城真一郎著（913.6||ユウ）新潮社 

５つのミステリー小説を収録したま

さかの結末の短編集。 

『リバー/river』 
奥田英朗著（913.6||オク）集英社 

十年前の未解決事件と酷似した事

件が起こり、街を凍らせていく…! 

12 月５日（月）より、冬の特別企画・本の福袋を

開催します！図書館員が様々なテーマで選んだ本を

福袋にして貸出します。図書館２階にずら～りと福

袋が並びます♪ 

 

冬の長期貸出期間がもうすぐスタート！  

通常 2 週間の貸出ですが、次のとおり長期となります。 

寒い日の読書に、ぜひ活用ください♪ 

所  属 貸出開始日 返却日 

大学生・短大生 

中高生 
12月 1日（木） 2023年1月 1３日（金） 

小学生 12月 1日（木） 202３年1月 2０日（金） 

保護者・卒業生 

学外登録者 
12月 1２日（月） 202３年1月 1３日（金） 

 

図書館だより 

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！ 

図書館よりみなさんへお知らせ 

 

 

図書館ほんのいち部 

部長ぶらり 

No.385（２０２２．11．28 発行） 

ブログ更新中です♪図書館ホームページ→ 

冬のお知らせ その 2 

 

冬のお知らせ その 1 

 

どんな本が出てくる

かは、開けてからの

お楽しみ♪ 

 

科学道１００冊 2022 

 図書館 2階では、『科学道 100 冊 2022』

のうち所蔵のある４８冊を展示中です。 

理系・文系問わず、ワクワクする本がいっぱいです♬ 
※『科学道 100 冊』は、日本で唯一の自然科学の総合研究

所である理化学研究所(理研)と、本の可能性を追求する編集

工学研究所（編工研）が行っているプロジェクトです。 

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。 
 

今年度発注分の購入希望の受付が終了しました。 

購入希望は引き続き受付していますが、来年４月以降の納

品となります。みなさんの「この本、読みたい！」をお聞

かせください。 

新着図書案内 新しくこんな本が入りました！ 

 

 

※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★は購入希望で買った本です。 

（例）379.9||モ 

 

もうすぐ 12月。 

期末テストでみなさんが力を出し切れる

ように、応援しています！図書館 3階の参

考書コーナーも、役立ててくださいね♪ 

 



【小説（３階） 】 

★『僕と君の 365日』 
優衣羽 [著]（910||ユイ||B）ポプラ社 

「無彩病」の主人公と彼女の

365日間のラブストーリー。 

『べらぼうくん』 
万城目学著（910||マキ||B）文藝春秋 

万城目学さんが作家デビューする

までの青春&人生エッセイ。 

『駅の名は夜明』 
高田郁著（910||タカ||B）双葉社 

鉄道を舞台にした家族の絆に寄り

添う９つの物語。 

★『余命一年と宣告された僕が、

余命半年の君と出会った話』 
森田碧[著]（910||モリ||B）ポプラ社 

『拾われた男』 
松尾諭著（910||マツ||B） 

文藝春秋 

★『告白予行練習 

大嫌いなはずだった。』 
香坂茉里著（910||コウ||B）KADOKAWA 

 

【 CD（２階） 】  

★『映画「沈黙のパレード」  

オリジナル・サウンドトラック』 
菅野祐悟 [音楽]（778||チ）ユニバーサルミュージック 

★『ブラックペアン 

オリジナル・サウンドトラック』 
木村秀彬音楽（778.8||ブ）Anchor Redords 

★『アンナチュラル 

オリジナル・サウンドトラック』 
得田真裕音楽（778.8||ア）Anchor Redords 

★『やはりこのキャラソンは 

まちがっている。-集-』 
（778.77||ヤ）NBCユニバーサル・エンターテイメント 

★『TV ANIMATION東京喰種 

Orignal Soundtrack』 
（778.77||ト）マーベラス 

★『ひなたざか』 
日向坂 46 [歌]（767.8||ヒ） 

Sony Music Labels 
 

【小説以外の図書（３階, 4 階,5 階） 】 

『全国大学小論文入試 

出題内容 5か年ダイジェスト 

2023年受験対策』 
（816.5||ゼ||G）旺文社 

『短期完成受かる 11 メソッド 

小論文の書き方』 
大田裕二著 

（816.5||オ||G）旺文社 

『図解でわかる 14歳からの

ストレスと心のケア』 
社会応援ネットワーク著/冨永良喜監修

（498.39||シ）太田出版 

『満月珈琲店のレシピ帖 

月と星のやさしいメニュー』 
桜田千尋著（596.6||サ）主婦の友社 

心癒される小説シリーズ「満月珈琲

店」のメニューを完全再現！ 

★『地球は食べ物 いきもの

獲って食べてみた日記』 
ホモサピ著（460.4||ホ）KADOKAWA 

どんぐりチョコ、雑草茶…サバイ

バルクッキング体験記。 

『数学ガールの物理ノート 

波の重ね合わせ』 
結城浩著（424||ユ）SB クリエイティブ 

高校の物理で学ぶ「波（波動）」の

理解を深める一冊。 

『はじめての動物地理学』 
増田隆一著（468||マ） 

岩波書店 

『雷神と心が読めるヘンなタネ  

こどものためのゲーム理論』 
鎌田雄一郎著（331.19||カ） 

河出書房新社 

『<図解>つなげてみれば 

超わかる日本史×世界史』 
森村宗冬著（210.1||モ）彩図社 

 

 

➀ ② ③ ④ ⑤

⑥

⑦ ⑧

⑨ ⑩ ⑪

⑫ ⑬ ⑬ ⑭

⑭ ⑮

【タテのカギ】

 
休憩時間に やわらか頭体操♪ 

 図書館からあなたへの挑戦状！ 

クロスワードパズルの太枠の文字を 

入れ替えてできるキーワードは何でしょうか？！ 

★この用紙に答えを記入してカウンターに提出すると、正解者には素敵なプレゼ

ントをお渡しします！提出しめきりはないので、休憩時間やお休みの日にのん

びり焦らずチャレンジしてみてくださいね♪ 

クロスワードパズルの太枠

の文字を入れ替えてできる

キーワード（5 文字の言葉）は？ 

                  

 

【タテのカギ】               

➀わかやまけんさんの絵本で有名な 

ホットケーキを作るしろくまが主人公の 

○○○○〇〇シリーズ。 

②【ことわざ】〇〇も実力のうち 

③正式な名が決まるまでの臨時の呼び名をつ

けること。仮の名。 

④植物の基本３要素のひとつ。植物の葉や花

を支える部分。 

⑤ボンゴやマラカスなどの楽器で演奏される

キューバの民俗舞踊。 

また、丸くて薄いロボット掃除機の名前。 

⑧室内の空気の温度や湿度などを調整する 

機械の略称。 

⑩竹や木に弦をかけ、矢を飛ばす武器。 

⑪【四字熟語】勇猛〇〇〇 

⑭魚のマグロを英語で言うと？ 

【ヨコのカギ】 

➀全身を硬い殻に覆われた生き物(エビ・カ

ニ)の分類名 

⑥物事を行う上で必要な資金。 

【例文】「１万円の〇〇〇〇〇をもって

コミックマーケットに参加する」 

⑦見た目によく見える、引き立つことの複

合語。よく使われる言い方は「インスタ

〇〇」。 

⑨横浜の有名な観光名所といえば、 

「横浜〇〇〇〇街」。 

⑫暗い状態。光のささない状態。 

また、その所。 

⑬特定の文字・語句・文などを囲って他の

部分と区別する記号 。 

⑮イチョウの別名。 

図書館は、あなたの

挑戦&来館をお待ち

しております！ 

キーワード
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