
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【文庫（３階） 】 

『ジンセイハ、オンガクデアル』 
ブレイディみかこ著（302.33||ブ||B）筑摩書房 

著者が貧困層の託児所に保育士と

して勤めていた頃のエッセイ。 

『てのひらの未来』 
村山由佳著（910||ムラ||B）集英社 

『おいしいコーヒーのいれ方』シリーズ

のアナザーストーリー。 

『京都祇園もも吉庵のあまから帖 5』 
志賀内泰弘著（910||シガ||5B）PHP研究所 

京都の甘味処「もも吉庵」を舞

台にした情緒あふれる短編集。 

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 

 

 

新着図書案内 新しくこんな本が入りました！ 

 

 

夏休み中の図書館開館カレンダー 

 

夏だ!読書で納涼！ 

図書館へ行こうキャンペーン② 
 

夏の長期貸出実施中！ 

所  属 貸出開始日 返却日 

小学生 
７月 1 日（金）～ 

９月９日（金） 

中高生 ８月３１日（水） 

短

大

生 

子ども教育学科 
７月１９日（火）～ 

１０月１１日（火） 

看護学科 ９月 ３日（土） 

大学生 ７月２５日（月）～ １０月 ３日（月） 

保護者・卒業生・ 

学外登録者 
７月 19 日（火）～ ８月２２日（月） 

 

夏だ!読書で納涼！ 

図書館へ行こうキャンペーン③ 
 

雑誌の付録（抽選会の残部）ご自由にお取りください！ 

期間：ただ今実施中 ～ ７月２３日(土曜日) まで 

図書館２階にて、雑誌の付録（前回の抽選会で残ったもの）を展示しています。 

ほしい人は、展示期間中にご自由にお取りください！ 無くなり次第終了します。 

漫画やスポーツ選手のポスターやクリアファイルが多いです。早い者勝ちですよ♬ 

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 

図書館ほんのいち部 

 部長 ぶらり 

Ｎｏ．３８１（２０２２．7．22 発行） 

ブログ更新中です♪図書館ホームページ→ 
日 月 火 水 木 金 土

7/17 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23

閉館 閉館
8:30～

17:00

7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30

閉館
8:30～

17:00

7/31 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6

閉館
8:30～

17:00

8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13

閉館 閉館
8:30 ～

20:00
閉館

8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20

8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27

閉館
8:30～

17:00

8/28 8/29 8/30 8/31 9/1 9/2 9/3

閉館
8:30～

17:00

8:30 ～ 20:00

8:30 ～ 20:00

8:30 ～ 20:00

8:30～17:30

8:30 ～ 20:00

閉館

9:00 ～ 17:00 8:30～17:30

 

8 月25 日（木曜日）から

9月３０日（金曜日）まで、

平日の開館時間が 

8：30～17：30 

になります。 



 

【小説（３階） 】 

『カレーの時間』 
寺地はるな著（913.6||テラ）実業之日本社 

終戦後と現在の時代を、カレーが

つなぐ感動小説。 

『競争の番人』 
新川帆立著（913.6||シン）講談社 

公正取引委員会が舞台の読むと

力が湧いてくるエンタメミステリー！ 

『掟上今日子の忍法帖』 
西尾維新著（913.6||ニシ）講談社 

忘却探偵・掟上今日子。日本を飛

び出し、ニューヨークで謎解き！ 

『宙 (そら) ごはん』 
町田そのこ著（913.6||マチ）小学館 

『両手にトカレフ』 
ブレイディみかこ著（913.6||ブレ）ポプラ社  

『俺ではない炎上』 
浅倉秋成著（913.6||アサ）双葉社 

 

【CD（２階） 】 

★『ハッピーエンドへの期待は』 
マカロニえんぴつ [歌]（767.8||マ） 

トイズファクトリー 

★『アルデンテ』 
マカロニえんぴつ [歌]（767.8||マ） 

BUDDY RECORDS 

★『KIZUNA』 
JO1 [歌]（767.8||ジ） 

LAPONE ENTERTAINMENT 
 

【小説以外の図書（３階, 4 階,5 階） 】 

『推したい私の韓国語』 
イダヒ著（829.1||イ）ワニブックス 

推し活しながら韓国語を学ぼう♪ 

『セルフケアの道具箱』 
伊藤絵美著/細川貂々イラスト（498.39||イ）晶文社

ストレス回復ワークを 100個紹介。 

『メタバース進化論』 
バーチャル美少女ねむ著（547.48||バ）技術評論社 

仮想現実世界のリアルがわかる!? 

『中学生から知りたい 

ウクライナのこと』 
小山哲, 藤原辰史著（238.6||コ）ミシマ社 

『「加速思考」症候群』 
アウグスト・クリ著/鈴木由紀子訳

（493.79||ク）ハーパーコリンズ・ジャパン 

『あなたにも描ける、本物の

ように美しい色鉛筆画』 
村松薫著（725.5||ム）日本文芸社 

『サッカー守備解剖図鑑』 
岩政大樹著（783.47||イ）エクスナレッジ 

サッカーの守備力を上げる教科書。 

『にゃんこ四字熟語辞典』 
西川清史著（814.4||ニ）飛鳥新社 

四字熟語と可愛いにゃんこ写真♪ 

『吹奏楽部バンザイ!!』 
オザワ部長著（764.6||オ）ポプラ社 

コロナ渦の吹奏楽部ノンフィクション。 

『すごい統計学グラフとクイズで

見えなかった世界が見えてくる』 
本丸諒著（417||ホ）飛鳥新社 

データをよみとき、正しい判断がで

きるようになる統計学の入門書！ 

『解き続けたくなる数学』 
横山明日希著（410.79||ヨ）日東書院本社 

エレベーターでかかる時間、ケーキ

の切り分け方…日常にあふれる数

字。これらを数学で解いてみよう♪ 

『書くべきネタが思いつく 

看護医療系小論文 

頻出テーマ 15 改訂第 2版』 
神尾雄一郎著（816.5||カ||G）KADOKAWA 

今の医療トピックを新設した最新版！ 

,  

 

 

 

 

 

 

 

 

SDGs
エスディージーズ

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: ２３日が 1 学期終業日♪） 

 

 

SDGs と身近なこととの関連性を探るコーナー、７月は【SDGs とプラスチック】。 

「プラスチック削減」とよくニュース等で見かけますが、なぜプラスチックを減ら

す取り組みをしているのか知っていますか？ 

7 月 18 日は「海の日」。海とプラスチックの関係性を、考えてみよう！ 

『プラスチック・フリー生活』 
シャンタル・プラモンドン,  

ジェイ・シンハ著/服部雄一郎訳 

（519||プ）NHK出版 

図書館は、夏休み中も開館しています。 
（詳しくは、裏面の開館カレンダーへ） 

読書、ほっと休憩、自習勉強…館内を涼しくして、

あなたの来館をお待ちしております♬ 

充実した夏休みになりますように～♪ 

 

５階 

３階 

３階 ３階 

３階 

５階 

５階 

５階 

５階 

４階 

『プラスチックの 

現実と未来への 

アイデア』 
高田秀重監修 

（519||プ）東京書籍 

プラスチック削減の

アイデアを 

１つ増やそう♪ 

1 学期の終業日は７月２３日ですね。みなさん、たいへんよくがんばりました！！ 

 

 

夏休みお役立ち図書館ニュース① 

研究室（3 階から 5 階にある小さな部屋）の利用人数が、最大６人までに

変更になりました！また、使用できる部屋の数も増えました！ 

グループ学習や、DVD・CD の視聴に利用できます。 

（使用するときは、【研究室利用票】をカウンターへ提出してください。） 
 

夏休みお役立ち図書館ニュース② 

第 68回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書は、図書館にもあります。 

読書感想文以外の課題にも役立つ参考書や問題集もありますよ♪ 

中学生の部 高校生の部 

『セカイを科学せよ!』 

安田夏菜著（913.6||ヤス）講談社 

『建築家になりたい君へ』 

隈研吾著（520.7||ク）河出書房新社 

『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 

『その扉をたたく音』 

瀬尾まいこ著（913.6||セオ）集英社 

『海を見た日』 

M・G・ヘネシー作/杉田七重訳（933||ヘ）鈴木出版 

『クジラの骨と僕らの未来』 

中村玄著（489.6||ナ）理論社 

 

５階 

５階 


