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新着案内
～

本のほんのいちぶ

大阪信愛学院図書館

雑誌の付録抽選のための展示を行います。

～

Ｎｏ．３４１（２０１８．７．２．発行）

そうだ！図書館へ行こう



～ 夏休みのお知らせ ～


＜夏休み貸出開始日と返却日＞
所

属

小学生
中高生
子ども教育学科生
看護学科生
保護者・卒業生・
学外登録者

いつもより長く借りられます。
返却日
貸出開始日

7/2（月）～
7/17（火）～
7/23（月）～

9/7（金）
8/31（金）
10/12（金）
9/7（金）

閉 館
7/23

8：10
7/30

8/6

8/8

8/9

8/10

9：00 ～ 17：00
8/13

8/14

8/15

8/16

8/17

閉 館

閉 館

8/11

8/12

閉 館

閉 館

8/18

8/19

8/21

8/22

8/23

9：00 ～ 17：00

見に来てくださいね!

『考える雑学』 曽根翔太著（049||ソ）

8/24

8/25
8：10～
15：00

＊8/25（土）から通常開館になります。

恩田陸[ほか]著（アンソロジー）

8/26
閉 館

山下晋司監修 （289.1||ミ）

『この問題、とけますか？①②』 吉田敬一著（798||ヨ）

☆ 文庫（３階） ☆
＊ 『イコン』 『蓬莱』 今野敏著

☆ 小説類（３階） ☆
『コンビニなしでは生きられない』
秋保水菓著 （913. 6||アキ）

☆ 『あやかしお宿が町おこしします。』 友麻碧著
☆ 『神様の子守はじめました。⑧』 霜月りつ著
☆ 『博多豚骨ラーメンズ⑧』 木崎ちあき著

強盗、1 万円札や少女の店内消失、レジに
何度も並ぶ不可解な客。コンビニを
愛しすぎた著者の謎解き鮮やかミステリー

☆ 『あの花が咲く丘で、君とまた
出会えたら。』

汐見夏衛著

『烏百花 蛍の章 ： 八咫烏外伝』
阿部智里著 （913.6||アベ）

『つよく結べ、ポニーテール』
朝倉宏景著

壮大な歴史の流れの中、語られなかったあの人たちの
物語

『終わった人』 内館牧子著
『緑衣の美少年』 西尾維新著

閉 館
8/20

『2030 年の旅』

います。展示中の本は予約してください。

7/26（木）～8/24（金）は開館時間が変わります。
火
水
木
金
土
日
7/17
7/18
7/19
7/20
7/21
7/22
8：10～
閉 館
8：10 ～ 17：30
15：00
7/24
7/25
7/26
7/27
7/28
7/29
9：00～
閉 館
～ 17：30
9：00～17：00
16：00
7/31
8/1
8/2
8/3
8/4
8/5

8/7

ここで紹介できるのは、入ってきた中の
ほんの一部です。ほかに入ってきた本も

新着図書は 1 週間展示し、月曜日に入れ替えて

8/24（金）

9：00 ～ 17：00

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。

『美智子さま 100 の言葉』

＜夏休み開館について＞
月
7/16

7/9（月）～7/13（金）

『オーダーは探偵に 謎解きいざなう
舶来の招待状』 近江泉美著

『わが家は祇園の拝み屋さん⑧』 望月麻衣著

『万引き家族』
是枝裕和著 （913.6||コレ）
映画では語り尽くせなかった「家族」の
在り方

『ひとかどの父へ』 深沢潮著 （913.6||フカ）
自分のことが好きになれないあなたへ。

『未来』 湊かなえ著 （913.6||ミナ）

『世界を変えた 100 人の女の子の
物語』 エレナ・ファヴィッリ，

『世界の国鳥』 （488||セ）

フランチェスカ・カヴァッロ文（280||フ）

各国のシンボル

ひろしま美術館企画 （708||ネ）

樋口進著 （493.74||ヒ）

猫の展覧会にようこそ。

離脱しよう。終わりなき、消耗の世界から。

『生きつづける言葉』

春夏秋冬を楽しみながら、ぶらり電車の旅

ストレスがホコリのように積もってい

『女子高生が憲法学者小林節に聞いてみた。
「憲法ってナニ！？」』

きるのに欠かせないガソリンだ。

『ねこがいっぱいねこアート』
『スマホゲーム依存症』

『日帰り旅行は電車に乗って
関西編』細川貂々著 （291.09||ホ）

く毎日だけど、ウップンと不満は、生

犬猫殺処分施設で働くということ

ィブストーリー

だという。『告白』から 10 年、湊ワールドの集大成

宮崎誉子著 （913.6||ミヤ）

藤崎堂士著 （645.6||フ）

すべて本当にあった、とびっきりのポジテ

ある日、突然届いた一通の手紙。送り主は未来の自分

『水田マリのわだかまり』

『犬房女子』

美しく可憐な姿、驚異の生態に魅了される

『人類と感染症の歴史』 加藤茂孝著（493.8||カ）

平尾誠二著 （783.48||ヒ）

感染症が、社会に対していかに大きな影響を与え、い

羽生善治が驚いた、岡田武史が唸った、山中伸弥

かに歴史を動かして来たかを明らかにする。

が励まされた・・・

小林節著 （323.14||コ）

『きげんのいいリス』

主権者が知っておくべき憲法のきほん、

トーン・テレヘン著 （949.3||テ）

条文・背景をわかりやすく解説

あなたに似た、悩める動物がきっといる。

『僕は泣かない』 岩崎夏海監修 （783.7||ボ）
『甲子園だけが高校野球ではない』シリーズ、第 5 弾

看護師になりたての頃、苦しんでいた

『未来年表２』 河合雅司著 （334.3||カ）

☆ 小説類以外（３・４・５階） ☆

『病院と言うヘンテコな場所が教えてくれた
コト。』 仲本りさ著 （498.14||ナ）
私に力をくれた人たちの姿を描きま

『情熱は磁石だ』 荒井秀樹著 （784.3||ア）

少子高齢社会のリアルな脅威は、何気ない日常にこそ

した。この物語が、現実と戦う誰かの

指導者として日本のパラリンピック・ノルディックス

潜んでいます

励みとなりますように。

キーと共に歩み、世界と戦い続ける男の熱き人間ドラ
マ

『1 分で話せ』 伊藤羊一著 （336.4||イ）

『考える練習帳』
細谷功著

（141. 5||ホ）

「自分はバカだと思う」ことから始め

菅聖子文（588.9||ス）

える技術

乾パンのように長期保存ができる、やわ

『羽生結弦平昌オリンピック
金メダルの全記録』（784.65||ハ）

らかくて、おいしいパンはありませんか。

よう。

『僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう』
山中伸弥[ほか]著

『世界を救うパンの缶詰』

世界のトップが絶賛した大事な事だけシンプルに伝

（159.7||ボ）

各界のスーパーリーダーが語るあの頃の不安、焦燥、
挫折。続編も入っています。

『マンガでわかる！
10 代に伝えたい名言集』
定政敬子文 ； 北谷彩夏絵 （159.8||サ）
誰かの名言で、きみの人生が変わるか
もしれない。

『次の震災について本当のことを話してみよ
う。』 福和伸夫著 （369.31||フ）

『上手にあがりを隠して人前で堂々と話す法』
『太陽の塔』

国民の半数が被災者に。

平野暁臣編著 （606.9||ヒ）
再生を果たした「太陽の塔」の神髄に

『こんなに変わった！
小中高教科書の新常識』
現代教育調査班編 （375.9||コ）
比べてみると、驚きの発見がいっぱい。

『今の科学でここまでわかった世界の謎 99（ナ
ショナル・ジオグラフィック別冊）』（404||イ）

丸山久美子著 （809.4||マ）
「あがり症」は治せない。だったら、人から見えない
ように隠してしまえばいい。

迫る。

＊『珈琲の世界史』 旦部幸博著 （619.89||タ）

『リアルな英語の 9 割は海外ドラマ
で学べる！』南谷三世著 （837.8||ミ）

コーヒーとともに繰り広げられてきた物語を紹介し

人気ドラマで実際使われているセリフを

ます。

200 以上掲載。笑える、泣ける。だから
覚えられる。

＊『スパイス三都物語』
マイケル・クロンドル著（619.91||ク）

『潜伏キリシタンは何を信じていたのか』
宮崎賢太郎著 （192.1||ミ）
7 代 250 年、彼らは何を待ち続けたのか。

『かくれキリシタン』
後藤真樹著（192.193||ゴ）
長崎・五島・平戸・天草をめぐる旅

『サクッと！化学実験』 山田暢司著 （432||ヤ）
小中学生の夏休みの自由研究から大人の火遊びまで。

『動物たちのすごいワザを
物理で解く』 マティン・ドラーニ，
リズ・カローガー著 （481.78||ド）
動物たちは物理の天才だ。

香辛料貿易がもたらした栄枯盛衰は都

☆ ＣＤ（２階） ☆

市と人間をどのように変えたのか。

『身近な野菜の奇妙な話』 森昭彦著 （626||モ）
当たり前にあって、実は不思議な野菜ワールドの愉し
み方をご提案します。

『太陽の末裔 オリジナル・サントラ』
『YOUTH』 防弾少年団
『歌バカ２』 平井堅

『Q』 女王蜂

