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図書館だより

ブログ更新中♪図書館ホームページ→

後編も図書館にあります！

『ミステリと言う勿れ 前編』

『コンフィデンスマン JP 英雄編』 ★『ノラや 改版』
古沢良太脚本/山本幸久小説

田村由美原作/豊田美加著/相沢友子脚本

（910||ヤマ||B）ポプラ社

（910||トヨ||1B）小学館

内田百間著
（910||ウチ||B）中央公論社

【小説（３階） 】
らい

第 166 回

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

芥川賞
受賞作

図書館よりみなさんへお知らせ

『はじめての』

１学期の中間試験終了。みなさん、おつかれさまでした！
自分にとって良い結果でも、悪い結果であっても、

島本理生 [ほか] 著（913.68||シ）
水鈴社, 文藝春秋 (発売)
4 人の直木賞作家と音楽ユニット
YOASOBI のコラボレーション！

ひとまず、がんばった自分をほめよう！
そして、ひと休憩してから、また、がんばろう♬
図書館でお気に入りの本や CD を借りて、休憩しませんか♪

『六人の嘘つきな大学生』

『ブラックボックス』

浅倉秋成著（913.6||アサ）

砂川文次著（913.6||スナ）講談社
すぐに激怒しやすい性質でトラブル

KADOKAWA
大学生の就活をテーマにしたミステ

を起こし、職を転々とする主人公。そ

リー小説。最終選考に残った六人。
内定をめざす仲間だったはずが…！

んな主人公が自転車メッセンジャー
として、コロナ渦の東京を走る。

第 166 回

直木賞 受賞作

図書館ほんのいち部 部長

ぶらり
『塞王の楯』

新着図書案内

新しくこんな本が入りました！

今村翔吾著（913.6||イマ）集英社
「最強の楯」と「至高の矛」の対決を描
く、究極の戦国小説。

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！

『英検 2 級過去問題集
2022 年度』
（830||エ）学研プラス

『英検 4 級過去 6 回問題集
'22 年度版』
（830||エ）成美堂出版

米澤穂信著（913.6||ヨネ）KADOKAWA

F 著（914.6||エフ）KADOKAWA

戦国ミステリー小説。閉ざされた城で事
件が起こる！

人生は忘れがたい断片にいくつ出会い、
心を動かされたかで決まる。

受賞作

※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★は購入希望のあった本です。

【準 1 級】～【４級】があります！

★『20 代で得た知見』

本屋大賞

随時、受付しています！記入用紙は図書館 2 階にあります。

【 資格試験の本（2 階） 】

Arioka Citadel case』

2022 年

図書館にない本や CD は、購入希望を出してください。

【準 1 級】～【４級】があります！

『黒牢城

（例）379.9||モ

【1 級】～【４級】があります！

『頻出度順漢字検定 2 級
合格!問題集 2022 年度版』
漢字学習教育推進研究会編
（810||ヒ）新星出版社

『同志少女よ、敵を撃て』

『ボタニカ』

★『invert 城塚翡翠倒叙集』

逢坂冬馬著（913.6||アイ）早川書房

相沢沙呼著（913.6||アイ）講談社

朝井まかて著（913.6||アサ）祥伝社

【学習参考書コーナー（3 階）】
『高校英文法を
『 大学受験小論文・面接の時事 ★『坂田アキラの医療看護系
入試数学 I・A が面白いほ
ひとつひとつわかりやすく。』
ネタ本教育・教員養成系編』
どわかる本 改訂版』
富岡恵著（835||ト||G）学研プラス
渡辺研著（376.8||ワ||G）
この他にも【英文読解】
、
【現代文】

学研プラス

坂田アキラ著（410||サ||G）KADOKAWA

や【数Ⅰ】などたくさんあります。

教育・教員養成系の面接・小論文でよ

医療看護系入試の「数学Ｉ・Ａ」

参考書コーナーは図書館 3 階です♪

く問われる時事テーマを解説！

に必要なところを、丁寧に解説。

【小説以外の図書（３階, 4 階,5 階） 】

SDGs への Action

～あなたは何する？～

図書館２階のカウンター横には、SDGs コーナーがあることは知っていますか？
エスディージーズ

５階

４階

『なるほど「色」の心理学』

『数学ガールの秘密ノート
図形の証明』

都外川八恵著（141.21||ト）総合法令出版
視覚情報のうち、8 割以上は色の情
結城浩著（410.4||ユ）SB クリエイティブ
報。人も自分も思いのままにする色 「三角形の合同」を中心に、図形の
の心理効果を紹介しています。

『自分を信じる力』

３階

福岡堅樹著（783.48||フ）講談社

証明を学べる一冊です。

４階

『アメリカの中学生が学んでいる
14 歳からのプログラミング』
ワークマンパブリッシング著/千葉敏生訳
（007.64||ワ）ダイヤモンド社
このシリーズの他の本もあります！

★『ワールドトリガー』

３階

葦原大介著（726.1||ア||1M）集英社
1 巻～24 巻が図書館にあります。

★『恋する小惑星』

３階

サ ス テ ナ ブ ル

ディベ ロッ プメ ント

ゴールズ

S D G s とは、
「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称。
持続可能な世界を実現するための目標で、１７の項目があります。SDGs コーナーでは、
【SDGs と身近なこととの関連性】をテーマに図書館で所蔵している SDGs の関連本を
毎月紹介していきます。
５月のテーマは【SDGs と服】。
実は、ファッション産業は環境負荷が非常に大きい産業と言われています。
持続可能な未来のためにできることを、一緒に考えてみませんか。
服を大切に着続ける
工夫は…？

Quro 著（726.1||ク||1M）芳文社
1 巻～4 巻が図書館にあります。

安い服だからすぐに
捨ててもいい…？

『ファストファッション
はなぜ安い?』
伊藤和子著
（589.2||イ）コモンズ

５階

『13 歳からの地政学
カイゾクとの地球儀航海』
田中孝幸著（312.9||タ）東洋経済新報社

DJ あおい著
（159.6||デ）KADOKAWA

津田蘭子著
（593.3||ツ）JTB パブリッシング

４階

４階

『DJ あおいの恋の悪知恵』

『リメイクしたらオンリーワン
ができました。』

『「わきまえない女」だった
北条政子』
跡部蛮著（289.1||ホ）双葉社

図書館４階の英語の散歩道コーナーでは、【フォニックス】を特集中♬

『人生はゲームなのだろうか?

★『サッカー店長の戦術入門

〈答えのなさそうな問題〉に

「ポジショナル」 vs. 「スト

答える哲学』 ４階

ーミング」の未来』 ３階

黒川祐次著

龍岡歩著（783.47||タ）光文社

（238.6||ク）中央公論新社

『数式図鑑 楽しく、美しく、

『漢字ハカセ、研究者になる』

『頭がよくなる!要約力』

役に立つ科学の宝石箱』 ５階

笹原宏之著（811.2||サ）岩波書店 ５階

齋藤孝著（361.45||サ）筑摩書房 ５階

横山明日希著（410||ヨ）講談社

「漢字博士」として、辞書の編さんや国

聞き上手な人は、ただ相手の話を聞い

がある」となんとな～く気が付いていると思います！

数式は美しい？？数式の美しさ、すごさ、 の漢字政策などに関わってきた著者の
研究の道のり。漢字って、おもしろい！
不思議さを感じられる数式集です。

ているだけでなく要約している。「要約
力」を鍛える方法を学ぼう♪

フォニックスとは、スペルと発音の関係性から英語を勉強する方法。

平尾昌宏著（104||ヒ）筑摩書房

『物語ウクライナの歴史
ヨーロッパ最後の大国』

ぶらりのひとりごと（今月のテーマ:フォニックスで英語を学ぶ！）

４階

ひらがなの「あ」は、「あめ」でも「あした」でも読み方は同じ【あ】です。
対して、アルファベットの「A」は、cat だと【ア】と発音し、cake だと【エイ】と
発音しますね。発音の種類がいっぱいあって、ややこしい…。
だけど、英語を勉強しているみなさんは、「アルファベットにも、発音とスペルの規則性
※参考にした本

この方法を身につけると、はじめて見た単語もなんとなく発音
することができるそうです！
５階

『図解地球温暖化の科学
面白いほど SDGs の大切さが身につく』

４階

『「空気読みすぎ」さんの心
のモヤモヤが晴れる本』

５階

『児童養護施設で暮らすとい
うこと 子どもたちと紡ぐ物語』

鬼頭昭雄監修（451.8||ズ）宝島社
地球温暖化や SDGs への疑問を解決

大嶋信頼著（146.8||オ）永岡書店
ついつい「空気を読みすぎてしまう人」

楢原真也著（369.4||ナ）日本評論社

してくれる地球温暖化の入門書。

の心がスーッと楽になる一冊♪

の動きや輝きが描かれています。

児童養護施設で暮らす子どもたちの心

あかるい

「あー」

ar

・Car(車)
・Card(カード)
・March(3 月)
・Archive
(（文書などを）保管する)

『 あいうえお フォ ニッ クス
英語の母音をひらが
な 5 つで完全攻略!』
スーパーファジー著
（831.1||ス）KADOKAWA

