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大阪信愛女学院図書館
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Ｎｏ．３３６（２０１８．２．１９．発行）

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。
書名の前の☆は購入希望、＊は先生からの購入希望です。

ここで紹介するのはほんの一部！
ぜひ図書館に来てね！！

『この世界の片隅で

『ちはやふる

開館時間の変更

新着図書は 1 週間展示し、月曜日に入れ替えて

３月１日（木）～３月２３日（金）の期間
８：１０～１７：００の開館時間になります。

います。展示中の本は予約してください。

上・中・下』 こうの史代著

36 巻』

末次由紀著

『コウノドリ 20・21 巻』
『マタギ』 矢口高雄著

鈴ノ木ユウ著

『図書館の主 ⑭⑮』 篠原ウミハル著
『くるねこ⑳』 くるねこ大和著

☆ 文庫（３階） ☆

『３月のライオン①～⑤』 羽海野チカ著
『とめはねっ！⑭』 河合克敏著

☆ “クリミナル・マインドＦＢＩ行動分析課”

少し長く借りられる貸出が始まります

マックス・アラン・コリンズ著

貸出開始日

返却期限日

中高生

2/2６（月）～

4/1３（金）

保護者・卒業生・学外登録者

3/1２（月）～

4/7（土）

朝井まかて著

短大生

もう始まっています

4/7（土）

『ぬけまいる』

小学生

2/2６（月）～

4/２１（土）

『すかたん』

『血のモンタージュ』

☆ 小説類（３階） ☆。

『猟奇のパズル』

☆ 『小説おそ松さん タテ松』
赤塚不二夫原作 ; 石原宙小説 ;

『阿蘭陀西鶴』
『先生のお庭番』

おそ松さん製作委員会監修 (913.6||アカ）
楽しければそれでよし。今回も全力で暴れ

『ちゃんちゃら』

閉館期間

☆ マンガ（３階） ☆

まわる 6 つ子大活躍

3/2４（土）～4/2（月）

『アクセル・ワールド 21・22』 川原礫著
『大阪人の胸のうち』 益田ミリ著
『あやかしお宿の勝負めし出します。』 友麻碧著

『キラキラ共和国』

小川糸著 （913.6||オガ）

ツバキ文具店は、今日も大繁盛です。伝えたい思い、

『歴史・時代小説縦横無尽の読みくらべガイド』

☆ お知らせとお願い ☆
館内蔵書点検中で紛失資料がないか、正しい場所に置かれているかの確認

大矢博子著

『J ポップで考える哲学』 戸谷洋志著（104||ト）

『私は存在が空気』
中田永一著 （913.6||ナカ）

作業中です。もし、教室や部室などに持ち主不明の図書館資料がありました
ら、お手数ですが図書館に届けてください。ご協力よろしくお願いします。

聞きたかった言葉、承ります。

『オックスフォード＆ケンブリッジ大学

普通じゃない私を、受け入れてく

世界一「考えさせられる」入試問題』

れるのは誰？

ジョン・ファーンドン著（376.8||フ）

☆ 小説類以外（３・４・５階） ☆
『パブロフの犬』
アダム・ハート＝デイヴィス著

『イスラム世界やさしいＱ＆Ａ』

『現地レポート世界のＬＧＢＴ事情』

『ファストファッションはなぜ安い？』

岩永尚子著 （302.27||イ）

フレデリック・マルテル著 （367.9||マ）

伊藤和子著 （589.2||イ）

4 人に 1 人が信仰しているイスラム

世界は、ＬＧＢＴ（性的マイノリティ）の権利擁護に

ファッショニスタのあなたにこそ考え

教の世界

向かって確実に動いている。

てほしい。ブランド商品をつくる裏側で
起きていること。

（140.2||ハ）
実験でたどる心理学の歴史

『ひとりぼっちの辞典』

瀬古浩爾著 （141.93||セ）

『ニホンという滅び行く国に生まれた
若い君たちへ』 響堂雪乃著 （304||キ）

『大学の学科図鑑』

伝統ある定番の学科から新進気鋭の学科までを収録

福田里香著 （596.3||フ）

『歴史を変えた６つの飲物』
『図説歴代アメリカ大統領百科』

トム・スタンデ＾ジ著 （383.8||ス）

ＤＫ社編 （312.53||ズ）

『だれもが直面することだけど人には言えない
中学生の悩みごと』

ジョージ・ワシントンからドナルド・トランプまで

高濱正伸，大塚剛史著 （159.7||タ）

『13 歳からのテロ問題 ： リアルな「正義論」
の話』 加藤朗著 （316.4||カ）

ぼくが伝えたい事、キミに考えてもらいたいこと

目的が正しければ暴力は許されるのか。愛する人のた

『いのちを紡ぐ : 聖人たちのことば』
須永和宏著 （192.88||ス）

回答がそのまま実際の生き方になる。

目を果たしていたことは言うまで

驚くべき影響の数々

『ニッポンの肉食』

田中康弘著 （383.8||タ）

『シュレディンガーの猫』

える」には、こんな方法もあったのか。

大日方和雄，船越博，山本譲著

（420.0||ハ）

菅広文著 （779.14||ス）
ロザン・菅が、高性能勉強ロボの宇

『科学のあらゆる疑問に答えます』

た場合、対処してくれるのが領事と

ミック・オヘア編 （404||カ）

いう名の外交官。彼らは異国の空の

おもしろくて創造力あふれる質問と、生真面目かつ予

下、邦人を守る。

想を裏切る回答

治原を観察し続けて確信した、究極
の学習術

『夏井いつきの超カンタン！俳句塾』
夏井いつき著 （911.307||ナ）

『ぼくの村は壁で囲まれた ：
パレスチナに生きる子どもたち』

『ずぼらヨガ』

塩沢槙著 （335.21||シ）

高橋真樹著 （228.5||タ）

時代と人々に求められる仕事をして

自律神経どこでもリセット。ずぼら・運

きた 20 社のドラマが「夢みる力」を

動ギライでも・・・

『総合力』

『もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を
書いたら 青のり MAX』
神田桂一，菊池良著 （913.7||カン）

『ドローンが拓く未来の空』

ている。

辛口先生の発想術を初公開

崎田ミナ著 （498.34||サ）

与えます。

文章の中にパレスチナ人の声が響い

明日、その場所でである絶景がある。

『身の丈にあった勉強法』

実験でたどる物理学の歴史

『百年のしごと』

TABIPPO 編 （291.09||サ）

佐藤雅彦著 （757||サ）

「分かる」って、こんなに気持ちいいことなのか。
「伝

担う存在として描いている。

『365 日日本一周絶景の旅』

懐かしい沿線写真で訪ねる

『新しい分かり方』

かだった日本の肉食文化

『誰も知らない領事の仕事』

海外にいる日本人に何事か起こっ

聖書は女性に敬意を払い、地位を高め、重要な役割を

『大阪環状線・北大阪急行・御堂筋線
街と駅の 1 世紀』 生田誠著 （686.216||イ）

ウシ、ブタ、ニワトリだけじゃない、実はこんなに豊

（329.27||オ）

ジョン・マッカーサー著 （193.04||マ）

えます。

アダム・ハート＝デイヴィス著

もありません。

『聖書に登場する 12 人の非凡な女性たち』

どこにも売っていないジャムとペーストのレシピ教

ありふれた飲物が人類に及ぼしてきた

めに自爆するのは尊いか。この世界では「正議論」の

いずれの「聖人のことば」も、その
時代の闇を照らす灯火のような役

『季節の果物でジャムを炊く』

15 歳から始める生き残るための社会学

ひとりぼっちで、何が悪い。ひとりぼっちだからこそ
見えるものがある。

石渡嶺司著 （376.8||イ）

岡田東詩子著 （366.38||オ）

森鴎外、樋口一葉、遠藤周作、ゲー

鈴木真二著 （538.6||ス）

テ、ヘミングウェイなど、新たな文

女性が活躍する社会に必要な１５のマネジメント能

大いなる可能性を秘めたドローン。空の産業革命は実

体模倣ネタが“大盛”の 120 連発！

力を磨いて、新しいあなたを創り出す

現するか？

