
 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 
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☆ 小説類 ☆ 

 

☆『ありふれたチョコレート①②』 
秋川滝美著 （913.6－アキ） 

営業部長兼専務の超イケメン・瀬田に

執着された相馬茅乃。彼のもとから逃

げ出すが…。 

 

『天切り松闇がたり⑤ ライムライト』 
浅田次郎著 （913.6－アサ） 

時は昭和７年。チャップリン来日を控え、華やぐ東京

の街。その裏で、血気に逸る軍人たちの陰謀がひそか

に進行していた。 

 

『かさねちゃんにきいてみな』  
有沢佳映著（913.6－アリ） 

かさねちゃん、ユッキーの、みんな

の優しさや毎朝の出来事。集団登校

の短い時間の中にある繊細な人間関

係が清々しい。子どもたちが決して

大人に見せない「子どもの世界」。 

 

 

 

 

『お面屋たまよし』  

石川宏千花著 （913.6－イシ） 

妖面、なりたいすがたになれるとい

うそのお面は、面作師の中でも、腕

のいい者だけが、作れるのだという。

妖面は、諸刃の剣。人々は、今日も

お面屋を訪れる―。 

 
＊『工場』 小山田浩子著 （913.6－オヤ） 

何を作っているのかわからない、巨大な工場。敷地に

は謎の動物たちが棲んでいる。 

 

『アヴェ・マリアのヴァイオリン』 
香川宜子著 （913.6－カガ） 

戦火をくぐり、数奇な運命に翻弄され一丁

のヴァイオリン。時を越え、2人の少女を

結びつけた。 

 

『水軍遙かなり』 加藤廣著 （913.6－カト） 

信長、秀吉、家康、三人の天下人に仕えた九鬼守隆の

波乱の生涯を描く。 

 

『僕と先生』 坂木司著 （913.6－サカ） 

あなたのまわりのちょっとした事件。僕と先生が明朗

解決いたします。 

 

 

『花咲小路一丁目の刑事』  
小路幸也著 （913.6－シヨ） 

いつのまにか、商店街のよろず相談、引き

受けてます。 

 

『ジャーニー・ボーイ』 高橋克彦著（913.6－タカ）  

明治 11年 5月、英語が堪能で腕も立つ伊藤鶴吉は、 イ

ザベラ・バードという英国人女性冒険家の北海道行き

の旅に同行することとなる。2人に反政府勢力の魔手

が迫る……。 

 

『図書館の魔女 上・下』 
高田大介著 （913.6－タカ） 

剣でも、魔法でもない、少女は“言葉”で世界を拓く。 

 

『図書室のキリギリス』  
竹内真著 （913.6－タケ） 

本にこめられた想いと謎を読み解くミ

ステリー。 

 

『ポースケ』  

津村記久子著 （913.6－ツム） 

奈良のカフェ「ハタナカ」でゆるやかに交差する、さ

まざまな女の人たちの日常と小さな出来事。 

 

『わたしをみつけて』 中脇初枝著（913.6－ナカ）  

いい子じゃないと、いけませんか。 

 

『星空ロック』  

那須田淳著 （913.6－ナス） 

いつか、見つけたい！自分だけの音を。

ひとり降り立った夏のベルリン。「おま

えのロックをやれ」と言った友の言葉を

胸に。 

 

『ふくわらい』 西加奈子著 （913.6－ニシ） 

 

☆『都会のトム＆ソーヤー ⑪下』 
はやみねかおる著 （913.6－ハヤ）  

おどろきの結末に、Are you ready? 

 

『旅屋おかえり』  

原田マハ著 （913.6－ハラ） 

事情を抱えた依頼人のため、「おかえり」

こと丘えりかが、日本各地へ向かう。 

 

『探偵部への挑戦状（放課後はミステリーとともに②）』 
東川篤哉著 （913.6－ヒガ） 

学園祭の推理ゲーム。探偵部とミステリ研究会、勝者

はどちら？ 

 

『貴族探偵対女探偵』麻耶雄嵩著 （913.6－マヤ） 

新米女探偵が貴族探偵に挑む。 

 

『それでも僕は夢を見る』  
水野敬也作/鉄拳画（913.6－ミズ）  

夢との向き合い方を描いた物語。 

 

『豆の上で眠る』  
湊かなえ著 （913.6－ミナ） 

13年前に起こった姉の失踪事件。大学生になった今で

も、妹の心には違和感が残り続けていた。 

 

＊『しろいろの街の、その骨の体温の』 
村田沙耶香著 （913.6－ムラ） 

学校も、この街も、大嫌い。 

 

『その青の、その先の、』 
椰月美智子著 （913.6－ヤズ） 

最高の仲間との三年間。ばかみたいに幸福な時間。す

べてが詰まっている高校の日々。 

 

『路上のストライカー』  
マイケル・ウィリアムズ作 （933－ウ）  

過酷な運命に見舞われ、故郷ジンバブ

エを追われた少年デオ。南アフリカの

路上、サッカーで人生を切り開いてい

く。 

 

『11/22/63 上・下』  
スティーヴン・キング著 （933－キ） 

過去の世界に続く「穴」。このタイムトンネルをつか

えば、1963年 11月 22日に起きた「あの悲劇」を止め

られるかもしれない…ケネディ暗殺を阻止するため

ぼくは過去への旅に出る。 

 

『語りつぐ者』  
パトリシア・ライリー・ギフ作 （933－ギ） 

あずけられた叔母の家で見つけた自分にそっくりな 1

枚の肖像画。それは、自分の遠い祖先の絵だった。 

 

 

☆ ＣＤ ☆ 

『アナと雪の女王 オリジナル・サントラ』 

『塔の上のラプンツェル 

 オリジナル・サントラ』 

『宝塚グランドロマン「風とともに去りぬ」 2013年宙組公演』 

『ラジオ CD「進撃の巨人ラジオ 

 ～梶と下野の進め！電波兵団 Vol.1」 

『キルラキル  オリジナル・サントラ』 

『失恋ショコラティエ オリジナル・サントラ』 

『ミッドナイト・メモリーズ』   

ONE DIRECITON 

新着案内 らい★ぶらり 
～ ほんの本のいちぶ 4/２１から５/23 展示分より ～ 

 

大阪信愛女学院図書館  Ｎｏ．２９３（２０１４．５．２３．発行） 

テストも終わったことだし、図書館へ！ 

購入希望の本、話題の本もいろいろ入ってきています。 



☆ 文庫 ☆ 

 
＊『水滸伝③～⑲』 北方謙三著   

 

☆『浜村渚の計算ノート ３と 1/2 さつめ、４さつめ、５さつめ』  

青柳碧人著 

☆『GOTH番外編』 乙一著   

☆『のうりん①～⑧』 白鳥士郎著   

☆『黙示録アリス①②』 鏡貴也著   

☆『デュラララ!!! SH』 成田良悟著   

☆『終末領域のネメシス②』 吉野匠著   

☆『マグダラで眠れ④⑤』 支倉凍砂著  

☆『マーシアン・ウォースクール』 エドワード・スミス著   

☆『オレを二つ名で呼ばないで！⑤』 逢上央士著  

☆『龍ヶ嬢七々々の埋蔵金④～⑦』 鳳乃一真著   

☆『ソードアート・オンライン⑭』 川原礫著  

☆『東京レイヴンズ⑪』 あざの耕平著   

☆『死者のための音楽』 山白朝子著   

☆『S.I.R.E.N.』 細音啓著   

 

『カブキブ！①②』 榎田ユウリ著  

『四畳半神話体系』 森見登美彦著   

『レアケース』 大門剛明著   

『キノの旅⑰』 時雨沢恵一著  

『チームビリーブの冤罪講義』 椎名雅史著  

『平成猿蟹合戦図』 吉田修一著  

『エッジ 上・下』 鈴木光司著  

『カゲロウデイズ④⑤』  

じん（自然の敵 P）著  

『珈琲店タレーランの事件簿①②』  

岡崎琢磨著 

 

『へんなことわざ』 のり・たまみ著（388.8－ノ）  

『フィギュアスケート銀盤の疑惑』  

猫宮黒埜著（784.6－ネ） 

  

☆ 小説以外の本 ☆ 

 

『内向的な人こそ強い人』  
ローリー・ヘルゴー著 （141.93－ヘ）  

内向性の価値を真っ正面から評価し、大反響を巻き起

こした。 

 

『君に伝えたい！学校や友だち
とのルール』 

義家弘介著 （159.5－ヨ） 

孤独を恐れるな！ありのままの自

分を大切にしてほしい！ 

 

＊『中野京子と読み解く名画の謎 旧約・新約聖書篇』  
中野京子著 （196.7－ナ） 

神が命を吹き込んだのは指ではなく・・・。 

 

『千思万考 乱之巻』 黒鉄ヒロシ著（281.04－ク）  

歴史は繰り返す。故に賢者は学ぶ。 

 

『わたしはマララ』 
マララ・ユスフザイ著 （289.2－ユ） 

女性が教育を受ける権利を訴えて、イ

スラム武装勢力に銃撃された 16歳の

少女の手記。 

 

＊『ナイチンゲール（この人を見よ！

歴史をつくった人びと伝）』 プロジェ

クト新・偉人伝著作・編集（289.3－ナ） 

クリミア戦争で「天使」と呼ばれたナイチンゲールは、

いまの医療のかたちを考えたアイデアレディだった。 

 

『世界の奇跡ニッポン！』 
大川半左衛門著 （304－オ） 

脈々と続く天皇家の驚愕の歴史

とは? 東日本大震災で人々が見

せた武士道精神に世界が絶賛! 

高品質のモノづくりを支える日

本人の器用さ、繊細さとは? 

 

『１秒でわかる世界の「今」』  
クレア・コック・スターキー著 （350.9－コ） 

現代社会の最重要テーマが、見るだけで理解できる。 

 

☆『ゲームシナリオのためのミリタリー事典』 
坂本雅之著 （390－サ）  

陸・海・空を制す!現代の軍隊組織や兵

器にまつわるトピックなど、ミリタリー

にかかせないキーワードを網羅的に解

説。シナリオの魅力を増すためのヒント

が満載。 

 

『生命とはなんだろう？』 長沼毅著 （461－ナ） 

最新の研究が教えてくれる生命 38億年の歴史。 

 

『ホタルの光は、なぞだらけ』  
大場裕一著 （468－オ） 

光るのはホタルだけじゃない！身近にいる「光る生き

物」を紹介。 

 

『旭山動物園 AR（拡張現実）どうぶつ図鑑』  
旭川市旭山動物園監修 （480.76－ア） 

飼育員さんが教えてくれたとっておきの話。 

 

『女子大生のゲンパツ勉強会』 
神戸女学院大学石川康宏 

ゼミナール著（543.5－コ）  

調べて、訪ねて、見て、聞いて。 

 

『きょうの料理 七十二候』  
小山薫堂監修（596－キ）  

日本の季節を 72分割した七十二候にふさわしいメニ

ューの写真と 365日分のイラストを凝縮しました。 

 

『毎日がときめく片づけの魔法』 
近藤麻理恵著 （597.5－コ） 

誰だって理想の暮らしを送ることが

できる。 

 

＊『ヘンな日本美術史』  
山口晃著 （721.02－ヤ） 

何故こんな風に描いたのか、どうやればこんな風に描

けたのか「ふしぎ」な日本美術。 

 

中野京子著 （723－ナ）  

＊『中野京子と読み解く名画の謎 陰謀の歴史篇』 
ドアの向こうで何かが、動いた。逃れる術は…。 

＊『中野京子と読み解く名画の謎 ギリシヤ神話篇』  
自らが造った彫像に恋焦がれた男は、愛の女神ヴィ

ーナスに願った。 

 

『東京ドリーム』 Cocco著 （767.8－コ）  

Cocco、歌手、沖縄県出身、東京都在住。一瞬に散ら

ばる夢の欠片を拾い集めて生きる女性。 

 

『ワールドカップがもっと楽しめるサッカー中
継の舞台裏』 村社淳著 （783.47－ム）  

今まで知られなかったサッカー中継・番組の制作の裏

側を 20年以上にわたって現場で指揮してきた男が語

る。 

 

☆『戦国無双４キャラクター真書』 
（798－セ）  

東日本編・西日本編があります。 

 

 

『Ｋ－ＰＯＰで韓国語！②』  
HANA 韓国語教育研究会編 （829.1－ケ）  

 

『それからのエリス』 
 六草いちか著 （910.268－モ）  

明らかになる鴎外『舞姫』の面影。

文豪の愛した女性の生身の姿を照

らし出す。 

 

『紫の結び①～③』 
紫式部原作 ： 荻原規子訳 （913.36－ム） 

紫の上を中心に再構築した、みずみずしい源氏物語。 

 

＊『ふるさと文学さんぽ 大阪』  
船所武志監修 （918.6－フ） 

大阪ゆかりの文学作品を集めたアンソロジー。 

 

『気ままに漢詩キブン』 
足立幸代編著 / 三上英司監修 （921－ア） 

堅苦しい解釈抜きに読んでみると、千年前の人たちも、

飲んで騒いで恋してる。女子感覚の現代語訳で身近に

感じてみよう。 

 

『漢詩の扉』 齋藤希史著 （921.43－サ） 

唐代の名詩人たちは、過去と現在を自在に往還し、今

ここに広がる情景を歴史の中の情景に重ねた。 

 

 

☆ マンガ ☆ 

 

☆『もやしもん⑬』 石川雅之著  

☆『くるねこ⑬』 くるねこ大和著  

『古事記③ 海の巻』 こうの史代著  

『ちはやふる 23・24巻』 末次由紀著 
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