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図書館だより

（２０２１．11．26 発行）

新着図書案内

新しくこんな本が入りました！

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。
※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。

【CD（２階） 】
らい

図書館はあなたのぶらりと来館を待っています！

大阪信愛学院図書館

☆『竜とそばかすの姫 オリジナル・サウンドトラック』

☆『Who I Am』

（778.77||リ）Sonny Music Labels

milet [歌]（767.8||ミ）Sony Music Labels

☆『eyes』

☆『Snow Mania S1』

milet [歌]（767.8||ミ）Sony Music Labels

図書館よりみなさんへお知らせ

Snow Man [歌]（767.8||ス）AVEX ENTERTAINMENT

☆『B: COMPLETE』
AB6IX [歌]（767.8||エ）Warner Music Korea

【文庫（３階） 】

11 月も後半にはいって、寒くなってきましたね！
寒い日は、図書館で本を読んであったまろう♪
図書館は、あったか～い空調とあったか～い心で
あなたの来館を待っています！
『はるか』

冬のお知らせ その１

冬の長期貸出期間がもうすぐスタート！

図書館ほんのいち部 部長

ぶらり

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

短大生
中高生

2022 年 1

学外登録者

月 14 日（金）

12 月 1 日（水）
2022 年 1

小学生
保護者・卒業生

返却日

12 月 13 日（月）

2022 年 1

月 21 日（金）
月 14 日（金）

冬のお知らせ その 2

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。

☆『私の嫌いな探偵』

『15 メートルの通学路』
山本純士 [著]（文庫 378.4||ヤ）
角川書店, 角川グループパブリッシング (発売)

宿野かほる著（文庫 910||ヤド）新潮社 東川篤哉著（文庫 910||ヒガ）光文社
人工知能の研究者である主人公が作り 「鵜飼杜夫探偵事務所」の探偵と事
出した AI「ＨＡＬ‐ＣＡ」は、世界を変えて 務所のビルオーナーの２人が巻き込 「勉強する」ことの意味って何だろう？
長期入院するこどもたちの体験を綴る。
まれる事件の推理小説短編集！
しまうほどの発明だった―。

【小説（３階） 】
『みらいめがね２』もあります！

『みらいめがね それでは息
がつまるので』
荻上チキ, ヨシタケシンスケ著
（914.6||オギ）暮しの手帖社

『月曜日の抹茶カフェ』

『なりきり訳枕草子』

青山美智子著（913.6||アオ）宝島社
一杯の抹茶から始まる心癒やされ
るストーリー。

清少納言著/八條忠基訳（914.3||セ）淡交社

『大正浪漫』

『舞風のごとく』

『夜が明ける』

NATSUMI 著（913.6||ナツ）双葉社
YOASOBI がリリースした『大正浪
漫』という楽曲の原作小説。令和と

あさのあつこ著（913.6||アサ）文藝春秋
少年剣士たちの友情と成長を描く
青春時代小説。
『火群（ほむら）のご

西加奈子著（913.6||ニシ）新潮社
男同士の友情と成長を描いた小説。
どれだけ傷ついても、夜が深くても、

大正、時を超えた文通の物語。

とく』から続くシリーズ第 3 弾。

必ず明日はやってくる。

評論家・荻上チキさんのエッセイと
絵本作家・ヨシタケシンスケさんの
イラストで、ひとつのテーマを 2 人
の視点で描く新感覚エッセイ。

私たちと清少納言の千年のギャップ
を埋めてくれる口語調の『枕草子』
。

【参考書コーナー（３階） 】
『まるまる使える出願書類の書き方』もあります！

3 階の奥（窓の方向）の
西側の壁にある背の高い
本棚が、参考書コーナー

『まるまる使える入試面接合格ナビ改訂版』

『中 1 英語を
ひとつひとつわかりやすく改訂版』

ちくま Q シリーズ

和田圭史著（376.8||ワ||G）桐原書店

[学研プラス編]（830||チ||G）学習プラス

他にもあります！

数Ⅱ、数 A、数 B もあります！

『全国大学小論文入試 出題内容

☆『やさしい数学 I ノート高校数学 改訂版』
旺文社編（410||ヤ||G）旺文社

5 か年ダイジェスト 2022 年受験対策』
（816.5||ゼ ||G）旺文社

【小説以外の図書（３階, 4 階,5 階） 】

『部活やめてもいいですか。』

『韓国ドラマ食堂
あの名シーンを食べる!』
本田朋美, 八田靖史著/西村オコ絵
（596.22||ホ）イースト・プレス

梅津有希子文/片塩広子絵
（375.18||ウ）講談社
やりたいと思った部活なのに楽しめ
ない。そんな悩みに寄り添います。

『100 年無敵の勉強法』
鎌田浩毅著（375||カ）筑摩書房
勉強の目的は、自身の人生をプロデュ
ースすること！その方法を学ぼう。

同じシリーズの<地球の記憶編>、

中学理科、中学社会もあります！

『科学的に元気になる方法

『最強の食材コオロギフード

<色彩の魔術編>もあります！

『わけがわかる中学英語』

集めました ライト版』

が地球を救う』

学研プラス編（375.893||ワ）学研プラス

堀田秀吾 [著]（498.39||ホ）文響社 野地澄晴著（383.8||ノ）小学館

『絵本のようにめくる
世界遺産の物語』

エスディージーズ

おやつラボ [著]（596.6||オ）宝島社

村山秀太郎, 本田陽子監修
（709||エ）昭文社
実際に旅行に行けないときは、本で世

おいしくて幸せになるおやつ５７品
のレシピを掲載。作ってみたくなる！

界遺産をめぐろう♪絵本のように美し
い写真がたくさん掲載されています。

原邦雄著（498.39||ハ）フォレスト出版
毎日がんばるあなたに、1 日 1 ほめ！

『1 時間でハングルが読め

『世界ピクト図鑑

『コピックで描く基本

『おやつラボお菓子のきほん』

『毎日がストレスフリーに
なる「自分ほめ」』

るようになる本 ヒチョル式

サインデザイナーが集めた 可愛いキャラと身の回りの

超速ハングル覚え方講義』

世界のピクトグラム』

小物たち』

児山啓一著
（727||コ）ビー・エヌ・エヌ

川名すず著/角丸つぶら編
（726.5||カ）ホビージャパン

チョ・ヒチョル著（829.1||チ）
学研パブリッシング, 学研マーケティング (発売)

SDGsへの Action

～あなたは何する？～
１１月の図書館２階の SDGｓコーナーでは、【目標 16: 平和と公正をすべての
人に】と【目標 7: エネルギーをみんなに そしてクリーンに】の関連図書を紹介
しています！

平和と公正を
すべての人に

『ぼくはイエローでホワイト
で、ちょっとブルー 2』

『まんがでわかるデザイン思考』

『あなたの 24 時間はどこへ

小田ビンチシナリオ・記事/坂元勲まんが

消えるのか』

ブレイディみかこ著（376.3||ブ||2）新潮社 （336.2||オ）小学館

☆ 『 米 津 玄 師 BOOTLEG

『地球で暮らすきみたちに知

SCORE BOOK』

ってほしい 50 のこと』

米津玄師 [作詞・作曲]（楽譜 764.7||ヨ） ラース・ヘンリク・オーゴード著/枇谷
シンコーミュージック・エンタテイメント
玲子訳（404||オ）晶文社

『マンガでわかる!5W1H 思考』
渡邉光太郎著/秋内常良シナリオ/
汐田まくら作画（336.2||ワ）すばる舎
自分なりに時間もかけてやっている
のに、なぜかうまくいかない。そん
なときは、５W１Ｈ思考を活用して
みよう！

『目の見えない白鳥さんと
アートを見にいく』
川内有緒著（706.9||カ）集英社イン
ターナショナル, 集英社 (発売)
全盲の鑑賞者・白鳥建二さんとアー
ト作品を鑑賞する。そこから見えて
くるものって何だろう？

目標 7

目標 16

『へいわとせんそう』
たにかわしゅんたろう文/Noritake 絵
（E||ノ）ブロンズ新社

エネルギーを 『生ごみからエネルギーをつくろう!』
みんなに
多田千佳ぶん/米林宏昌え
そしてクリーンに
（575.59||タ）農山漁村文化協会

ぶらりのひとりごと（今月のテーマ: 新しい雑誌が仲間入り♪）

スワン著（159||ス）SB クリエイティブ

図書館の 4 階ブラウジングコーナーに行ったことはありますか？

『火星に住むつもりです

新聞や雑誌を幅広くそろえています。

二酸化炭素が地球を救う』
村木風海著（574.27||ム）光文社
同じシリーズの<マンガ三国志Ⅱ>、
<マンガ三国志 X>もあります！

『<マンガ三国志Ⅰ>
劉備と諸葛孔明 歴史巨編
が面白いように理解できる』
（221.035||イ||1）飛鳥新社

新しい雑誌が２誌仲間入り！
・韓流ぴあ（出版:ぴあ）

図書館ほんのいち部 部長

雑誌のバックナンバーは
貸出ができるよ♪
（最新号は閲覧のみ）

韓流スターの最新情報の雑誌。韓流だけのＴＶ番組表あり！

・World soccer digest（出版:

日本スポーツ企画出版社）
）

海外のサッカー情報に特化したサッカー情報誌。

ぶらり

