
 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。 

 ☆ 文庫 ☆ 

☆『首の姫と首なし騎士 

奪われし花嫁』 睦月けい著 

☆『強くないままニューゲーム②』 

入間人間著 

 

『虹の岬の喫茶店』 森沢明夫著 

『訓読みのはなし』 笹原宏之著（811.2－サ）  

竜ノ湖太郎著 

『問題児たちが異世界から来るそうですよ？  

YES！箱庭の日常ですっ！』  

『問題児たちが異世界から来るそうですよ？ 

 そして、兎は煉獄へ』 

渡航著 

『やはり俺の青春ラブコメは間違っている。6.5』  

『やはり俺の青春ラブコメは間違っている。7.5』  

 

☆ 小説類 ☆ 

 

『考えるマナー』  

赤瀬川原平[ほか]著（914.6－アカ） 

大人のモヤモヤをまるっと解決。 

戸惑いの数だけ大人になれる。 

 

『遥かなる城沼』 安住洋子著 （913.6－アズ） 

家族、友人、恩師。人との絆を守るにも覚悟がいる。

－本学院卒業生の著作ー 

 

『シャバはつらいよ』  

大野更紗著 （916－オオ） 

難病女子が病院から飛び出した。めざせ、

自律した難病ライフ。生存崖っぷち。 

 

『にじいろガーデン』 小川糸著 （913.6－オガ） 

特別なようでいてどこにでもいる、温かな家族の物語。 

 

『王様ゲーム 煉獄 10.29』 

金沢伸明著 （913.6－カナ） 

犯人はクラスのなかにいる！？ 

 

『破門』 黒川博行著 （913.6－クロ） 

悪人達の命懸けの騙し合い。直木賞受賞作 

 

『大日本サムライガール⑧』  

至道流星著 （913.6－シド）  

 

『春の庭』 柴崎友香著 （913.6－シバ） 

芥川賞受賞作 

 

 

 

 

『エヴリシング・フロウズ』 

津村記久子著 （913.6－ツム） 

席替え、暮らす替え、受験、引越… 

中学 3年生の人間関係は、つねに変わ

り続ける。 

 

☆『ログ･ホライズン⑧』 橙乃まれ著 （913.6－トウ） 

  

☆『こちら、幸福安心委員会です。④』  

うたた P原作/鳥居羊著 （913.6－トリ） 

年に一度の「復活祭」で盛り上がるみず

べの公園市国で、事件は複雑に絡み合い、

衝撃の真実が明かされる。 

シリーズ第 4弾 

 

『海うそ』 梨木香歩著 （913.6-ナシ） 

歩き続けること、見つめ続けることによってしか、姿

を現さない真実がある。 

 

『常識哲学 最後のメッセージ』  

なだいなだ著 （914.6－ナダ） 

長い時間をかけてようやく到達した、「常識とは何か」。 

 

『太陽の棘』 原田マハ著 （913.6－ハマ） 

終戦直後の沖縄。ひとりの青年米軍医が迷い込んだの

は、光に満ちた若き画家たちの「美術の楽園」だった。 

 

『フォルトゥナの瞳』 百田尚樹著 

（913.6－ヒヤ）  

その男には、見たくないものが視えた。

他人の「死」が。「運命」が。 

 

『ハイキュー!!ショーセツバン!!④』  

古舘春一，星希代子著（913.6－フル） 

夏休みを練習三昧で過ごす部員たち。

そんな彼らが部活の合間に見せた意

外な一面とは！？ 

新着案内 らい★ぶらり 
～ ほんの本のいちぶ １０/６～１１/1 展示分より ～ 

 

大阪信愛女学院図書館  Ｎｏ．２９９（２０１４．１１．１０．発行） 

130周年記念バザー 図書館企画 古本市 

盛況のうちに終わりました。みなさんのご協力に感謝！ 

 

購入希望の締切間近！ 11月 14日（金）が締切です。 

以降の希望は他館からの貸借か来年４月以降の購入になりますが、 

必ずしも購入できるとは限りません。 

寒くなってきま

した。体調くずさ

ないようにね！ 



『風の向こうへ駆け抜けろ』 

古内一絵著 （913.6－フル）  

地方競馬を舞台に繰り広げられるはみだし者達の熱

い闘いと優しい愛の物語。 

 

『山女日記』  

湊かなえ著 （913.6－ミナ） 

彼女たちはなぜ登るのか？誰にも言えな

い苦い思いを抱いて、女たちは、一歩一

歩、頂を目指す。 

 

『ここはボツコニアン④』 

宮部みゆき著 （913.6－ミヤ）  

ユルユル系 RPGファンタジー。ホラーから SFまで、

禁断と掟破りのてんこ盛り！ 

 

『カンヴァスの向こう側』  

フィン・セッテホルム著 （949.3－セ） 

不思議な少年に出会ってから、ま

わりでは変なことばかり。絵画の

世界に迷い込んだ少女が見た画家

たちの素顔。名画をめぐる時空を

超えたファンタジー。 

 

☆『オクサ・ポロック①～④』  

アンヌ・プリショタ, サンドリーヌ・ヴォルフ著 （953－プ）  

もうすぐ 13歳になるオクサ・ポロックは、

おへそのまわりに八角星のアザができた

ことから、一族の思いがけない秘密を知り

ます。 

 

 

☆ マンガ ☆ 

 

『まんがでわかる７つの習慣②』 小山鹿梨子まんが 

 

☆ 小説以外の本 ☆ 

 

『良い習慣 悪い習慣』 

ジェレミー・ディーン著 （141.75－デ） 

自己啓発書をいくら読んでも変われない人へ。 

 

『女子の人間関係』  

水島広子著 （143.5－ミ） 

女性の９割は“女”のことが苦手？ 

 

『日本人が一生使える勉強法』 

竹田恒泰著 （159－タ）  

西洋式とは正反対の日本の価値観に基づく本当の成

功哲学を学ぼう。 

 

『しない生活』 小池龍之介著 （184－コ）  

煩悩を静める 108のお稽古。 

 

『世界の絶景さんぽ』 H.I.S.著 （290.9－エ） 

旅マニアぞろいの H.I.S.が厳選。 

 

『日本の絶景＆秘境 100』  

朝日新聞出版社編（291.09－ニ） 

まだ見ぬ日本がここに。 

 

『政治のキホン 100』 吉田文和著 （312.1－ヨ） 

政治の疑問をイチから解説。 

 

『ワケありな日本の領土』 沢辺有司著 （319.1－サ）  

尖閣諸島、竹島、北方領土・・・日本人なら知ってお

くべき領土問題の課題と現状。 

 

『「気遣い」のキホン』 

 三上ナナエ著 （336.4－ミ）  

気遣いは、もともと持っている性格や

才能ではなく、誰でも手に入れられる

スキルです。 

 

 

 

『５アンペア生活をやってみた』  

斎藤健一郎著 （365－サ） 

電力会社がつくる電力に極力頼らない生活をしたい。

創意と工夫で手に入れた豊かで人間らしい生き方と

は。 

 

『ある日、私は友だちをクビになった』  

エミリー・バゼロン著 （371.4－バ） 

フェイスブック本社にも乗り込んだ。

綿密な取材が明らかにするスマホ世代

のいじめ事情。 

 

『パアララン・パンタオ物語』 

いわさきかずみ著 （372.248－イ） 

フィリピン・ケソン市郊外にあるゴミ山。

その麓の集落で、教育を受ける機会のな

かった子どもたちのために、フリースク

ール「パアララン・パンタオ」が誕生し

た。ゴミの山で、生きて、学んで、笑って… 

 

『僕らが部活で手に入れたもの』  

高畑好秀著 （375.18－タ） 

あの時あの瞬間、彼らアスリート達は

いったい何を思い、何を考えていたの

か？ 

 

結城浩著 （410.4－ユ） 

『数学ガールの誕生』 理想の数学対話を求めて 

『数学ガールの秘密ノート 丸い三角関数』 

サイン・コサイン、楽しいね！ 

『数学ガールの秘密ノート 整数で遊ぼう』 

整数って、こんなに不思議だったの？ 

『数学ガールの秘密ノート 式とグラフ』  

数学を始めよう。 

 

『透明標本②』  

冨田伊織著 （480.73－ト）  

これは、美しき透明標本、水と魚のものが

たり。 

 

＊『12か月のこと』 内田彩仍著 （590.4－ウ） 

ナチュラルなスタイルを好む女性から人

気を集めている内田彩仍さん。そんな内田

さんの一年の暮らしを追いながらご紹介

する一冊です。 

 

『あったか かわいい 手編みのざぶとん』（594.3－ア）  

 

＊『暮らしを愉しむお片づけ』 

小林夕里子著 （597.5－コ） 

ほんのちょっとのアイデアで、今の部

屋が心地よい空間に生まれ変わる。 

 

＊『部屋をかっこよく飾る本』 （597－ヘ）  

メンズライクな部屋づくり 

 

『自転車に冷たい国、ニッポン』 

馬場直子著 （685.8－バ）  

歩道はせまい、車道はこわい。結局、どこを走ったら

いいの？ 

 

『林業男子』 山﨑真由子著 （651.7－ヤ） 

森の仕事、木の仕事がいま熱い！ 

 

☆『ドラゴンクエスト 25thアニバーサリー 

モンスター大図鑑』 （798－ド）  

 

『事典にない大阪弁』 旭堂南陵著 （818.63－キ） 

絶滅危惧種の大阪ことば。 

 

☆ ＣＤ ☆ 

☆『THE DIGITALIAN』 嵐  

☆『My Everything』  

アリアナ・グランデ  

☆『テニスの王子様 RIIKKAI SUPER SUTARS』  

☆『ノルン＋ノネット サウンドトラック Plus』

☆『ＡＣＴＯＲＳ２』 

☆『カルマとラビリンス』 GRANRODEO 


