
新着案内 らい★ぶらり 
～ほんのほんのいちぶ 9/24から 10/19 より～ 

 

大阪信愛女学院図書館  Ｎｏ．２８５（２０１３．１０．２５．発行） 

 

 

☆ 文庫 ☆ 

 

☆『双星の捜査線』 亜空雉虎著 

☆『断罪のレガリア』 多宇部貞人著 

☆『強くないままニューゲーム』 入間人間著 

☆『ギルティブラック＆レッド②』 小林がる著  

☆『ブレイブルー③ コンティニュアムシフト上』  

森利道原案・監修 ; 駒尾真子著 

☆『ダンガンロンパ希望の学園と 

絶望の高校生 The Animation』 

 スパイク・チュンソフト原作 ; 川上亮著 

 

 

『東京レイヴンズ⑨』 あざの耕平著 

『大伝説の勇者の伝説⑫⑬』 鏡貴也著 

『茶葉』 佐伯泰英著 

＊『ローラ、叫んでごらん』  

リジャード・ダンブロジオ著 

 

池井戸潤著  

『架空通貨』  『銀行仕置人』 『金融探偵』  

 

 

 

 

 

☆ 小説類 ☆ 

 

『図書館パラセクト』 日日日著 （913.6－アキ） 

５つの綺想短篇で織り成す、世にも奇妙な図書館の物

語。 

 

☆『悪ノ間奏曲』  
悪ノ P(mothy)著 （913.6－アク） 

「悪ノ娘」シリーズの全てがわかる 

ガイドブック！ 

 

『世界地図の下書き』  
朝井リョウ著 （913.6－アサ） 

施設で暮らす子どもたち。大切な人との

別れ。さよならの日に向けて、４人の小

学生が計画した「作戦」とは。 

 

『グラウンドの詩』 あさのあつこ著 （913.6－アサ） 

紺碧の空の下、少年たちは悩み惑いながらも、ひたす

ら白球を追い求めていく。 

 

『さいとう市立さいとう高校野球部』 
あさのあつこ著 （913.6－アサ） 

こんな練習ありか？こんな野球部あり

か？ 

 

『こんなにも優しい世界のおわりかた』 
市川拓司著 （913.6－イチ）  

小説を読んで最後に泣いたのはいつですか？ 

 

『手の中の天秤』 桂望実著 （913.6－カツ） 

執行猶予付きの判決が出たとき、もし被害者や遺族が、

加害者を刑務所に入れるかどうか決める権利をもっ

たら・・・。 

 

『Grandma, what do you want to be in 
the future?』  

桂仁香著 （914.6－カツ）  

 

『王様ゲーム 再生 9.19』  
金沢伸明著 （913.6－カナ）  

悪夢の幕が再び開く!  

 

『愛の夢とか』  
川上未映子著 （913.6－カワ） 

なにげない日常がゆらいで光を放つ瞬

間をとらえた、７ストーリーズ。 

 

『岳飛伝⑥』 北方謙三著 （913.6－キタ） 

汝が正義、我が立場。 

 

 

『妖怪アパートの優雅な日常  
ラスベガス外伝』  

香月日輪著 （913.6－コウ） 

時とともに、変わらないものなど何もな

い。妖怪アパートだって例外じゃない。

妖アパの面々のその後がわかる。 

 

『桜庭一樹短編集』 桜庭一樹著 （913.6－サク） 

ブラックな話から、日常ミステリー、青春小説など、

さまざまなジャンルを切れ味鋭く鮮やかに描く著者

初の短編集。 

 

『大日本サムライガール⑥』  
至道流星著 （913.6－シド） 

国策について熟考する日毬に対してＣＩＡ、国防総省、

自友党、民政党、公安警察がそれぞれ共闘を申し出る。 

 

『人間にとって成熟とは何か』 
曽野綾子著 （914.6－ソノ）  

まわりに振り回され、自分を見失いがちな人に贈る。 

 

『オフカウント』 筑井千枝子著 （913.6－ツク） 

ごちゃまぜの中学生の日常。ほぼ帰宅部３人のジャグ

リング＆ダンス・デイズ。 

 

『島はぼくらと』  

辻村深月著 （913.6－ツジ） 

瀬戸内海の小さな島、冴島。島の子は

いつか本土に渡る。旅立ちの日は、も

うすぐ。別れる時は笑顔でいよう。 

 

『こちら、幸福安心委員会です。②』 
うたたＰ原作 ； 鳥居羊著 （913.6－トリ） 

漣、初音、凛たちは、「バロック」で「歪んだ」新し

い世界線に辿り着く。漣達は辿り着いた新たな場所で、

絶対女王サイレンに謀反する最重要テロリスト「緑の

子」との出会いを果たすのだが― 

 

『あん』 ドリアン助川著 （913.6－ドリ） 

どら焼き店の軒先から始まる、限りなく優しい魂の物

語。 

 

『明治・妖モダン』  
畠中恵著 （913.6－ハタ） 

文明開化の世の中で、妖たちはどこ行っ

た？ 

 

『レガッタ！①②③』 濱野京子著 

（913.6－ハマ） 

なってやろうじゃない。オリンピック選手に。 

 

『都会のトム＆ソーヤー⑪上』  
はやみねかおる著 （913.6－ハヤ） 

これはゲームか、現実なのか・・・？ 

 

購入希望は１１月１５日（金）が最終締め切りです。 

ＣＤの購入希望は早まる可能性があります。 

（カウンター前の掲示板で確認してください。） 

本・ＣＤともに１１月１５日以降は受付できません。 

 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。 

ハロウィーン♪ 



＊『ジヴェルニーの食卓』  
原田マハ著 （913.6－ハラ） 

美の巨匠たちは何と闘い、何を夢見たのか。 

 

『河童のクゥ ６年目の夏休み』 
原恵一著 （913.6－ハラ） 

東北の被災地でボランティアをしているクゥによく

似た少年の噂を知った。 

 

『政と源』 三浦しをん著 （913.6－ミウ） 

幼なじみじじいコンビが、下町を舞台

に大暴れ。 

 

『ここはボツコニアン③』 
宮部みゆき著 （913.6－ミヤ） 

ボツの世界「ボツコニアン」では、三国志も二軍！？

誰も見たことのない「赤壁バトル」 

 

『泣き童子』  
宮部みゆき著 （913. 6－ミヤ） 

江戸は神田にある「三島屋」では、若

い娘が、江戸中から、ふしぎな話を集

めているという。そこでの約定はたっ

た一つ。聞いて、聞き捨て。語って、

語り捨て。 

 

“おいしいコーヒーのいれ方” 

『彼方の声』  『地図のない旅』 
村山由佳著 （913.6－ムラ）  

 

『大地のゲーム』  
綿矢りさ著 （913.6－ワタ） 

21世紀終盤。巨大地震に見舞われた

首都で、第二の激震に身構えつつ大学

構内に暮らす学生たちと、リーダー。

限界状況を生き抜こうとする若者の

脆さ、逞しさを描く。 

 

『なぜ孫悟空のあたまには輪っかがあるのか？』 
中野美代子著 （923.5－ナ） 

いざ『西遊記』の世界へ。 

 

『Ｃ．Ｓ．ルイスよろこびの扉を開いたひと』 
中村妙子著 （930.28－ル） 

自分の中の子どもに語りかけるようにして『ナルニア

国ものがたり』は書きすすめられた。 

 

『大地のランナー』  
ジェイムズ・リオーダン作 （933－リ） 

南アフリカ共和国でつづいていた人種差

別に、武力ではなく、走ることで立ち向か

おうとした一人の若者がいた。 

 

 

☆ 小説以外の本 ☆ 

 

『ビブリオバトル』 谷口忠大著 （019－タ） 

おすすめの一冊を持ち寄り、本の魅力を紹介し合う書

評ゲーム「ビブリオバトル」５分間のプレゼンがあな

たを変える！ 

 

『新聞記者』 若宮啓文著 （070.16－ワ） 

新聞記者の仕事というものを紹介しながら、現代日本

の断面をお伝えしたい。 

 

『１日で学び直す哲学』 甲田純生著 （130－コ） 

大学の教養課程の講義を再現。 

 

『サウジアラビアでマッシャアラー！』 
ファーティマ松本文 （302.286－マ） 

サウジアラビアに嫁いだ日本女性は、

不思議の国で二男五女の子育て中。 

 

『高校生からわかる政治のしくみと議員のしごと』  
山田健太，三木由希子編・執筆 （312.1－ヤ） 

投票の判断材料とすべき今の日本の問題を、分かりや

すく解説。 

 

『誰も戦争を教えてくれなかった』 
古市憲寿著 （319.8－フ） 

世界のあちこちに存在する戦争博物館と平和博物館。

それらをめぐり考えた、28歳社会学者の本格戦争論。 

 

『ルポ産ませない社会』 小林美希著 （367.21－コ） 

産めないのではない。社会が産ませないのだ。 

 

『勉強するのは何のため？』  
苫野一徳著 （371.1－ト） 

正解のない問い、だれもが「なぁるほ

ど」と思える道を見つけるために。 

 

『中学生の成績が上がる！教科別勉強のルール最
強のポイント 65』 秋田洋和監修 （379.7－チ） 

デキる人はココが違う。 

 

☆『戦う男の軍服図鑑』  
軍服を愛でる会編  （390.9－タ） 

古今東西 76種の軍服を収録、階級章など

細部まで紹介したイラストカタログ。 

 

『トリセツ・ヤマイ』 海堂尊著 （492－カ） 

病気のミステリーを解き明かそう。 

 

『「スマホ症候群」に気をつけて！』 
木津直昭著 （493.6－キ） 

スマホに熱中しすぎてカラダに負

担！？ 

『義足ランナー 義肢装具士の奇跡の挑戦』 
佐藤次郎著 （494.72－サ） 

誰もが不可能だと思った走ることへの挑戦。 

 

『看護師という生き方』  
宮子あずさ著 （498.14－ミ） 

息長く働ける仕事の魅力に、看護歴 26年の

現役ナースが迫る。 

 

『若者のためのまちづくり』 
服部圭郎著 （518.8－ハ） 

若者のためのまちづくりって聞いたことありません

よね。でも、欧米ではそんな動きが活発になっていま

す。 

 

『シノダ課長のごはん絵日記』 
篠田直樹著 （596－シ）  

ある平凡なサラリーマンが毎日描いた、

２３年間 25,000食の記録。 

 

『自炊本』 （596－ジ） 

10分でつくる、ひとりごはん。 

 

『ベターホームが料理教室で 50年教え続ける、 
しっかり作りたい定番料理 100品』 （596－ベ） 

一生役に立つ、使えるレシピが満載です。 

 

☆『幻獣モンスターを描く』 東京コミュニケーションアート
専門学校監修 （726.1－ゲ）  

 

『体幹力を上げるコアトレーニング』 
木場克己著 （780.7－コ） 

目覚めよ、このカラダ。 

 

『とぶ！夢に向かって』  
佐藤真海文 （782.4－サ） 

ロンドンパラリンピック陸上日本代表、どこまでも挑

戦し続ける佐藤真海選手の物語。 

 

☆『裏語 薄桜鬼公式ファンブック 
桜嵐秘話』（798－ハ） 

“未来”を創るために命を賭した猛き

“志士”たちの軌跡。  

 

『漫画故事成語』 和田英信監修 ；  

楠麻貴子画・構成 （813.4－マ）  

昔から人々に伝わるいわれある言葉を漫画でわかり

やすく解説。 

 

『心の手紙を届けたい。』  
「恋文大賞」編集委員会編 （816.8－コ） 

恋文大賞感動入選作品集。 

 

 

『女子読みのススメ』 貴戸理恵著 （910.4－キ） 

女性の書き手による女性が主人公の小説を、女性の目

線で読み解いていくことを通じて、今を生きる少女た

ちを浮き彫りにしていく。 

 

 

☆ 学習参考書 ☆ 

 
☆『彩雲国物語で漢文が面白いほど身につく本』 

佐藤賢, 雪乃紗衣, 由羅かいり著  

 

『俺の妹がこんなに可愛いわけがないとやり直す 
中学英語』 明慶徹著 

 

 

 

 

 

☆ マンガ ☆ 

 

『９人産んじゃいました！』  

こばやしひさこ原作；すぎやまえみこ漫画 

 

『美味しんぼ 110 巻』 

雁屋哲作；花咲アキラ画 

 

☆ ＣＤ ☆ 

☆『Ｆｏｒｃｅ』 Ｓｕｐｅｒｆｌｙ 

☆『ＭＩＩＬＩＯＮ』 ＳＰＹＡＩＲ 

☆『恋して悪魔 オリジナル・サウンドトラック』 

☆『メイちゃんの執事 オリジナル・サウンドトラック』 

☆『ガンダムＵＣ オリジナル・サウンドトラック』 

☆『八犬伝 東方八犬異聞 

キャラクターソングアルバム』 

☆『ツキウタ。ドラマ』 

☆『ダンガンサントラ②』 

☆『ＦＡＩＲＹ ＴＡＩＬ OP&EDテーマソングス②』 

 


