
 

 

 

 

『月の恋人』  
道尾秀介著（913.6－ミチ） 

冷徹にビジネスを成功させる青年社

長・葉月蓮介が、夜の上海で巡り合っ

た女。ありえない二人の物語は、美貌

の中国人モデルや、部下の社員らを巻

き込み予測不能の展開に…。 

 

『バイバイ、ブラックバード』  
伊坂幸太郎著（913.6－イサ） 

太宰治の未完の絶筆『グッド・バイ』

から想像を膨らませて創った、まった

く新しい物語。 

 

『カリコリせんとや生まれけむ』  
会田誠著（914.6－アイ） 

もっとも危険な現代美術家による初エッセイ集。  

 

『バターサンドの夜』  
河合二湖著（913.6－カワ） 

コスプレ衣装に憧れ、懸命に自分の居

場所をみつけようとする中学生の明音。

自分ってなに？自分のことを本当にわ

かってくれる人っていないの？ 

 

『だれが産むか』  

橋口いくよ著（913.6－ハシ） 

欲しいとか欲しくないとか。出来たと

か出来ないとか。産みたいとか産みた

くないとか。―赤ちゃんって、なんだ

ろう。 

 

『プラチナデータ』 東野圭吾（913.6－ヒガ） 

犯罪防止を目的とした DNA法案が国会

で可決し、検挙率が飛躍的に上がるなか、

科学捜査を嘲笑うかのような連続殺人

事件が発生した。警察の捜査は難航を極

めルが･･･。確信は疑念に、追う者は追

われる者に。すべての謎は、DNA が解

決する。 

 

 

 

 

『忘却の覇王ロラン①②』  
吉野匠著（913.6－ヨシ） 

世界を二分する戦いに立ち向かう男、 

その正体は――?  

 

 

『7 days wonder : 紅桃寮の七日間』  

谷原秋桜子 [ほか] 著（913.68－セ） 

404号が開かずの間。寮を舞台に事件発生！ 

 

『終わらざる夏 上・下』 浅田次郎著（913.6－アサ） 

第二次大戦末期。「届くはずのない」赤紙が、彼を

北へと連れ去った。北の孤島の「知られざる戦い」

あの戦争は何だったのか。 

 

『夏休みの過ごしかた RDG③』  

荻原規子 [著]（913.6－オギ） 

夏休みに真響の地元、長野県戸隠に

招待された泉水子と深行。そこで、

宗田三姉弟の謎に迫る大事件が！ 

 

『パスタマシーンの幽霊』 川上弘美著（913.6－カワ） 

決然とした恋愛の情熱や欲望ではなく、恋愛関係の

うちにある何かとらえどころのない心のゆらめき

を魔術的とってもいい文章で描いた傑作短篇集 

 

『大人への階段』 小林深雪 [著]（913.6－コバ） 

小川凛、高校２年は波乱の予感！？ 

 

『蛟堂報復録 ④⑤』  鈴木麻純 [著] 

（913.6－スズ） 

 

 

『八月六日の朝ぼくは十四歳だった』  
長谷川儀著（916－ハセ） 

原爆炸裂の瞬間、大火傷を負ったヒロシマの少年、

神父となり今日も祈りつづける。無残にも命を奪わ

れた人々の鎮魂と、核廃絶・世界平和のために。 

 

『Alliance of the golden witch 上（うみねこのなく頃に 

Episode 4）』 竜騎士 07 著（913.6－リユ） 

 

『電脳コイル①～⑤』  
宮村優子 [ノベライズ] 

磯光雄原作（913.6－ミヤ） 

  

『レイン⑧ 孤高の戦士』  

吉野匠 [著] （913.6－ヨシ） 

 

『the City③ 蛇の街』 ダレン・シャン著（933－シ） 

幻の最終巻ついに完結 

 

『変愛小説集２』  
岸本佐知子編訳（933－ヘ） 

真実は奇なり、愛は変なり。世にヘンアイの種はつ

きまじ。11編の“変愛高濃度・現代英米文学”。  

 

『フェイス : 二本足で生きる犬』  

ジュード・ストリングフェロー著（936－ス） 

生まれつき前足がない子犬。それを受

け入れ育てた家族。＜信念＞という名

の犬が教えてくれたこと。 

 

 

 ☆ 文 庫 ☆  
 

『弁護側の証人』 小泉喜美子著 

 

『つむじ風食堂の夜』 吉田篤弘著 

 

大森望編 

『不思議の扉 時間がいっぱい』 

『不思議の扉 時をかける恋』 
  

『生きるのも死ぬのもイヤなきみへ』  

中島義道著（114－ナ） 

 

↓ 以下、購入希望 ↓ 

 

『オオカミさんと～』シリーズ 沖田雅著 

『桜嵐恋絵巻 暁の声』 深山くのえ著 

『大伝説の勇者の伝説②～⑧』 鏡貴也著 

『ゼロの使い魔 19 始祖の円鏡』   

ヤマグチノボル著 

『しにがみのバラッド。リバース』  ハセガワケイスケ著 

『ソードアート・オンライン④ フェアリィ・ダンス』 
川原礫著 

『伯爵と妖精 紳士淑女のための愛好者読本』  
谷瑞恵,高星麻子著 

『宮廷神官物語 王子の証と世継ぎの剣』 
榎田ユウリ著 

入間人間 [著] 

『多摩湖さんと黄鶏くん』 

『電波女と青春男』 

 ☆ ＣＤ ☆  
 

『Glee the Music Vol.1』 

『Glee the Music Vol.2』 

『eclipse』 

『スターにアイラブユー』 

『獣の奏者エリン』 

『ドラクエⅨ 星空の守り人』 

『Devil May Cry』  『enhance』 

『薄桜鬼 新選組通信出張版 上洛編』  

『薄桜鬼キャラＣＤ 斉藤一』  

『BLEACH “B” STATION ４ｒｄ SEASON Vol.2』  

『ヘタリア キャラクターCD フランス』  

『テニスの王子様 大切な人へ』 

『テニスの王子様 BIG WAVE』 
 

 

☆ マンガ ☆ 

 

『薬学女子 : そのおクスリ取扱注意!』  
北乃ブンコ著 

薬剤師の卵が繰り広げる抱腹絶倒のコミッ

クエッセイ！ 

 

『県民性マンガうちのトコでは』 もぐら著 

話題の県民性ネタをマンガで擬人化。

あなたの県はどんなキャラ？ 

 

『もやしもん⑨』 石川雅之著 

 

 

 ☆ 旅行書 ☆  

 

『にっぽんタワーめぐり : 鑑賞・建築・歴史・

雑学…展望タワーを知り尽くす!』 
 

『タダで楽しむ大阪とっておきスポット』  
ペンハウス著（291.63－ペ） 

 

『関西タダで楽しむ子連れおでかけガイド』  

P&H プランニング著（291.6－ピ） 

 

 

『となりの人間国宝さん味街探訪 

円広志・月亭八光がゆく』 

関西テレビ放送編（699.67－ヨ） 

テレビで見て気になった、オモロイ人、

おいしい味をもう一度！ 

 

 

新着案内 らい★ぶらり 
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『心がフッと軽くなる「瞬間の心理学」』 
名越康文著（140.4－ナ） 

うつに向かいそうな重い気分、暗い気

持ちを切り替えて、前向きに生きるにはどうすれば

いいのか。「今を生きる力」を、10 のヒントとして

まとめた。 

 

『アイデアはどこからやってくる?』  

岩井俊雄著（141.5－イ） 

きらめく発想はこうして生まれる！ 

 

『幸せが授かる日本の神様事典 : あ

なたを護り導く 97 柱の神々たち』 CR&LF 研

究所編著（172－シ） 

日本の神話と魂の原点がわかる！ 

 

『キリスト教を知りたい。 : 聖地 教会 聖書 聖人』  

月本昭男監修（190－キ） 

 

『マザー・テレサ愛の贈り物 : 世界の母が遺してくれた大

切な教えと言葉』 五十嵐薫著（192.88－マ） 

私のことは忘れてもかまいません。でも、この言葉

は覚えておいてください。 

 

『乙女の日本史』  

堀江宏樹, 滝乃みわこ著（210.04－ホ） 

日本の歴史を乙女目線で。さよなら「おじ

さん史観」！ 

 

『僕は、字が読めない。 : 読字障害 (ディスレクシア) と

戦いつづけた南雲明彦の 24 年』 小菅宏著（289.1－ナ） 

家族とともに“ディスレクシア”と向き合った若者

の感動の物語。トム・クルーズも、現スウェーデン

国王陛下も「文字の読み書き困難」を公表していま

す。  

 

『ネコのマロン、参院選に立つ。』  
植松真人著（314.8－ウ） 

楽しく読める、選挙や政治のしくみ。 

 

『毎日 5 分の「日経新聞」道場 : 「データウオッチ」と「連

想」で経済が分かる!』 角川総一著（332.1－カ） 

経済脳を鍛え上げる！ 

 

“伝える極意”  

NHK「伝える極意」制作班編（361.45－エ） 

 

『労働法のキモが 2 時間でわかる本』  

石井孝治著（366.14－イ） 

銀行を辞めたナナは、親友・美和の紹介で、美和の

叔父さんの経営する会社に入社することに。ところ

がそこは、労働法違反だらけの大変な会社で…。新

人 OL ナナ vs.労基法無視社長の日本で最も愉快な

労働法の本。  

 

『なぜ若者はトイレで「ひとりランチ」をす

るのか』 和田秀樹著（367.6－ワ） 

他人の目が、いちばん怖い。“ひとりラン

チ予備軍”の特徴とは！？ 

 

『死体の犯罪心理学』 上野正彦著（368.6－ウ） 

法医学の権威が、死体に隠された凶悪殺人の病理に

迫る。 

 

『不登校ひきこもり : こころの解説書 : 僕がひきこもりだっ

たときに言えなかったこと』 金馬宗昭著（371.4－キ） 

人に一番必要なもの･･･それを得たとき、僕は一歩

を踏み出せた。 

 

『CO2 がわかる事典 : もっとよく知りたい! : 性質・はたらき

から環境への影響まで』 栗岡誠司監修（435.6－シ） 

 

『食虫植物ふしぎ図鑑 : つかまえ方いろいろ! : 写真と図

で見るおどろきの生態』  

ワン・ステップ編 ; 柴田千晶監修（471.76－シ） 

 

『透明いきもの図鑑』 （480.73－ト） 

 

『深海のとっても変わった生きもの』  
藤原義弘著（481.74－フ） 

新種ゾクゾク発見！研究者が生きてる

深海生物を激写 

 

『線維筋痛症がわかる本』 戸田克広著（493.6－ト） 

原因不明、治らない痛みに悩んでいるあなたへ 

 

『水と体の健康学 : なぜ熱中症には真水が危険?肉食系は

超硬水でダイエット?』 藤田紘一郎著（498.3－フ） 

健康管理のカギは「水」にアリ！！ 

 

『「禁煙脳」のつくり方 : 脳内ドーパミンが決め手』  

磯村毅著（498.3－イ） 

禁煙にもう我慢はいりません！ 

 

『日本人がコンピュータを作った!』  

遠藤諭著（548.2－エ） 

80 年代の日本の繁栄の礎を築いたコンピュータ先

駆者たちの「起動力」に学ぶ。 

 

『おうちでかんたん!服のお直し便利帳 : すぐに役立つ

裁縫実例 52』（593.3－オ） 

  

『高校生レストランひみつのレシピ』  
相可高校調理クラブ編（596－コ） 

行列ができる「まごの店」を運営する

高校生たちの待望のレ

シピ集！！ 

 

 

 

『テーブルナプキン : 折り方と基礎知識』  

青木一郎著（596.8－ア） 

テーブルアートの主役、もてなしの心、

折り方 170種 

 

『ミツバチは本当に消えたか? : 日本にも蜂群崩壊性症

候群(CCD)はあてはまるのか、多角度から徹底検証!』  

越中矢住子著（647－コ） 

セイヨウミツバチがいま足りない原因は？ 

 

『動物病院 24 時 : 獣医師ニックの長い長い

1 日』  ニック・トラウト著（649－ト） 

現代の最新ペット事情と動物医療の内側、

そして医師としての心の葛藤を活写した

涙と笑いのノンフィクション 

 

『メール文章力の基本 : 大切だけど、だれも教えてくれない

77 のルール』 藤田英時著（670.91－フ） 

いつも使うけど、きちんと学ぶことのなかったメー

ルの文章力、発信力、返信力。恥ずかしいメール、

送っていませんか？ 

 

『広告のデザイン』  
ペン編集部編（674.3－コ） 

広告は、クリエイターのアイデアの宝

庫。世界が誇る広告デザインの名作・

傑作がずらり。  

 

『フランス流はじめての名画の見方』 
フランソワーズ・バルブ・ガル著（702.79－バ） 

日本の大人たちに読んでほしいフランスの子ども

の名画鑑賞法 

 

『ヴァンパイア騎士 : 樋野まつり 

イラストレーションズ』  

（726.1－ヒ） 

 

 『 魔 法 細 工  : 

星 野 リ リ ィ イ ラ ス ト

集』  星野リリィ著（726.1－ホ） 

 

『KYMG : コザキユースケ画集』  

コザキユースケ著（726.1－コ）  

 

『乙女かわいいせっけんスイーツ : 贈ってすてき、使って

しあわせ』 山田けい [著]（751.4－ヤ） 

 

『音楽の仕事なり方 

完全ガイド』  
（760.69－オ、推薦図書） 

 

『グリーン・デイ』（764.7－グ） 

 

『オペラの世界』 スティーヴン・ペティット著（766－ペ） 

予備知識がなくても楽しめる入門書。 

『 May'n Asia tour 2010 

official photo book BIG ★

WAAAAAVE!! in Asia』（767.8－メ）  

 

『デュラララ!!ノ全

テ』 電撃文庫編集

部編 ; 成田良悟原

作・監修 ; ヤスダスズヒト原作イラスト

（778.77－ナ） 

 

『一冊でわかる落語ガイド』  
秋山真志監修（779.13－イ） 

 

“お笑いの達人になろう！” 
①『落語』 林家木久扇監修（779.13－ラ） 

②『漫才』 こうのきよし文（779.14－コ） 

③『コント』 遠藤英明,アラケン文（779.14－エ） 

 

『MAGIC BOYS : マジシャンたちの肖像』 

大久保加津美編・著 ; 柴田ひろあき写

真（779.3－オ） 

4 歳の女の子から大正生まれの長老まで、日本中の

マジシャンを直撃!彼らはなぜマジックに魅せられ

たのか?マジシャンになるって一体なんだ・・・? 

 

『200days : バンクーバーまでの闘い : 

高橋大輔 Official book』  
高橋大輔著（784.6－タ） 

フィギュアスケート日本男子初の世界

王者が語る、闘いの真実。今だから明か

す秘話と本音、秘蔵フォト満載のメモリ

アル BOOK。 

 

『きらきら韓国語』 野間秀樹 [ほか] 著（829.1－ノ） 

生きた会話をドラマのような生き生きしたストー

リーのなかで学習できるテキスト。 

 

『イギリス英語の悪口雑言辞典 : true 

 English』  

アントニー・ジョン・カミンズ著（834－カ） 

イギリス人なら誰でも知ってる下品な

英語の数々…教科書では教えてくれな

い英語表現を数多く収録 

 

 

 

☆ 楽 譜 ☆  
 
『Niche シンドローム』  『VAMPS』 
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どちらも 

購入希望 


