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☆ ＣＤ（２階） ☆ 

 

☆『Kis-My-JOURNEY』 『Kis-My-WORLD』 

Ｋｉｓ-Ｍｙ-Ｆｔ2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆『音鼓』風男塾 

☆『エンジェル・ヴォイセズ 2012』 

☆『ＳＩＤ 10th Aniversary BEST』 

『ＥＸＩＬＥ ＣＡＴＣＨＹ ＢＥＳＴ』  

 

☆ 文庫（３階） ☆ 

 

☆『東京レイヴンズ⑫⑬』  

あざの耕平著  

☆『水族館ガール②』  

木宮条太郎著  

☆『右手にメス、左手に花束③④』椹野道流著 

☆『バカとテストと召喚獣 12.5』 井上堅二著  

☆『ノーゲーム・ノーライフ⑦』 榎宮祐著 

☆『ストライク・ザ・ブラッド⑩～⑬』  

三雲岳斗著  

『なきむし姫』 重松清著  

『神様の御用人④』 浅葉なつ著  

『ソクラテスの妻』 柳広司著  

『こっちへお入り』 平安寿子著  

『天皇の料理番 上・下』 杉森久英著 

『ブタカン！ 池谷美咲の演劇部日誌』 青柳碧人著   

『がらしあ』 篠綾子著 

『ちょっと今から仕事やめてくる』  

北川恵海著 

『リタとマッサン』 植松三十里著  

『ペットのアンソロジー』 我孫子武丸 [ほか] 著 

『彼らの奇蹟 傑作スポーツアンソロジー』  

玉木正之編  

『気にしない練習』 名取芳彦著（188.5－ナ） 

『職業は武装解除』  

瀬谷ルミ子著（319.8－セ）  

『「長生き」が地球を滅ぼす』  

本川達雄著（460.4－モ）  

 

 

☆ 小説類（３階） ☆ 

 

『園芸少年』 魚住直子著 （913.6－ウオ）  

空に凛と芽を伸ばす植物の生長と不器用な少年たち

の姿が重なり合う、高 1男子・春から秋の物語。 

『大盛りワックス虫ボトル』 も入りました。 

 

☆『ひとりぼっちを笑うな』  

蛭子能収著 （914.6－エビ）  

小さな頃から「分相応」的なものに自分らしさを感じ、

「他人に害を与えない」ことを一番大事に考えてきた。

友達だって少ないかもしれないけれど、別に悪いこと

でもないと思う。蛭子流・内向的な人間のための幸福

論。 

 

『福家警部補の追及』 

 大倉崇裕著 （913.6－オオ） 

手加減しない名刑事、今日も徹夜で

捜査する。 

 

『青鬼 怨霊編』  

noprops 原作 ： 黒田研二著 （913.6－クロ）  

 

『藤井兄妹の絶体絶命な毎日（泣いちゃいそうだよ

高校生編）』 小林深雪著 （913.6－コバ）  

 

☆『Ｂグループの少年⑤』  

櫻井春輝著 （913.6－サク）  

 

『ラ・ミッション 軍事顧問ブリュネ』  

佐藤賢一著 （913.6－サト）  

戊辰戦争を戦ったフランス軍人、

ジュール・ブリュネ。彼を動かし

たのは、日本人の士道（エスプリ）

だった。 

 

『一人っ子同盟』 重松清著 （913.6－シゲ）  

きょうだいのいないぼくたちは、小学六年生の春、 

小さな同盟を結んだ。 

 

 

 

新着案内 らい★ぶらり 
～ 本のほんのいちぶ 8/25～9/26 展示分より ～ 

 

大阪信愛女学院図書館  Ｎｏ．３０９（２０１５．１０．１．発行） 

                  

 

 

 

 

 

そそううだだ！！図図書書館館へへ行行ここうう  新聞を読んでいますか？ 

図書館には「朝日新聞」「毎日新聞」「日本経済新聞」の他、英字新聞があります。 

もちろん毎日届けられ、４階の雑誌コーナーに２日分を置いています。そして、過去

6 カ月分は地下書庫で保管されています。調べものやレポートを書くときの参考資料

などに、活用してください。 

確認してください！ 信愛図書館で借りたもの? 

図書館が閉まっている時、入口においてある返却ボックスに、他館の本や自分の本など、

信愛図書館の本ではないものが入っていることがあります。自分の本の場合は誰のもの

か確認できません。持ち主が名乗りでないときは、図書館寄贈本として扱うことにしま

すので、ご注意ください。 



『怪獣の夏はるかな星へ』  

小路幸也著 （913.6－ショ）  

1970年夏、地球の危機を救うのは

子供たちだ！？ 

 

☆『指の骨』  

高橋弘希著 （913.6－タカ） 

太平洋戦争中、激戦地となった南洋の島で、野戦病院

に収容された若き兵士は何を見たのか。 

 

『上流階級』 高殿円著 （913.6－タカ）  

老舗百貨店の外商部に突然異動。神戸、芦屋を舞台に、

お客様の要望に応えるべく、奮闘します。 

 

『掟上今日子の挑戦状』  

西尾維新著 （913.6－ニシ）  

完璧なアリバイ、衆人環視の密室、

死者からの暗号。不可解な三つの殺

人事件に、今日子さんが挑戦する。 

 

『なりたい』 畠中恵著 （913.6－ハタ）  

今日も事件でてんてこまいな「しゃばけ」シリーズ最

新刊。 

 

『南部芸能事務所』 畑野智美著 （913.6－ハタ）  

弱小プロダクションの芸人たち。笑われてもいい、 

いつか笑わせられるなら。 

 

『流』 東山彰良著 （913.6－ヒガ） 

歴史に刻まれた、一家の流浪と決断の軌跡。 

 

『ライオンの歌が聞こえる（平塚おんな探偵の事件

簿②）』 東川篤哉著 （913.6－ヒガ）  

舞い込むのは風変わりな依頼ばかり。本日も、来るも

の拒まず営業中。 

 

『ハイキュー!!ショーセツバン!!⑤』  

古館春一著 （913.6－フル）  

 

『ハゲタカ外伝 スパイラル』  

真山仁著 （913.6－マヤ）  

シリーズ本編の裏に秘められてきたストーリー。 

 

『あの家に暮らす四人の女』  

三浦しをん著 （913.6－ミウ）  

古びた洋館に住む女四人の日常は、

今日も豊かでかしましい。 

 

『リバース』  

湊かなえ著 （913.6－ミナ） 

「人殺し」と書かれた告発文。唯一の闇を、告白する

ときがきた。 

 

＊『村上さんのところ』 村上春樹著（914.6－ムラ）  

４ヶ月限定の質問・相談サイト上で、村上春樹が答え

た約３７００問の中から、笑って泣いて考えさせられ

る名問答４７３問を厳選。  

 

『オールド・テロリスト』 

村上龍著 （913.6－ムラ）  

怒れる老人たち、粛々と暴走す。 

 

『レイン⑫』  

吉野匠著 （913.6－ヨシ）  

 

『決戦！大坂城』 葉室麟[ほか]著 （913.68－ハ）  

七人の作家による競作。いざ、戦国最終決戦へ。 

 

『ドコカ行き難民ボート。』  

シモン・ストランゲル著 （949.6－ス）  

エミーリエ、15歳。家族で旅行に出か

けたスペインのグラン・カナリア島の

浜辺で、海から救いだした少年は、ガ

ーナからの難民だった―。 

 

 

☆ 小説以外の本（３・４・５階） ☆ 

 

『個人情報そのやり方では守れません』 

武山知裕著 （007.6－タ） 

パスワード管理＆セキュリティ設定法、教えます。 

 

『尾木ママの７つの人生力』  

尾木直樹著 （159－オ）  

どんなピンチもどんな苦難も必ず突破できるのよ。 

『あなたが人生でやっておくべき、たった１つ

のこと』 さとうみつろう著 （159－サ）  

後悔しない人生を送るために、あなたが今やっておく

べきこととは。 

 

『世界でいちばんたいせつな 

あなたへ』 片柳弘史文 （194－マ）  

マザー・テレサの死後発見された手

紙。マザーの愛が、あなたのこころ

に届きますように。 

 

『憲法改正の覚悟はあるか』  

小林節著 （323.149－コ）  

30年来の改憲派憲法学者が、「改憲論争」の問題点を

徹底講義。 

 

☆『逃北 つかれたときは北へ逃げます』 

能町みね子著 （291.09－ノ） 

会社を辞めようと決めた日も、30歳の誕生日も、ふい

の休暇も。必ずや「北」へ向かってしまう理由と自ら

のルーツを探した「逃北」エッセイ。 

 

『世界の学び舎こんにちは！』 

井上直也文写真 （372－イ）  

世界の子どもたちはどんな教室で学

び、どんなことを考えているのだろ

う。あなたも世界の教室へ。 

 

『日本の火山図鑑』 高橋正樹著 （453.821－タ）  

110すべての活火山の噴火と特徴がわかる。 

 

『動物の骨』  

ロブ・コルソン文 （481.16－コ）  

おどろきの骨の世界へようこそ。 

 

『手ぬいでちょこっと 

洋服お直し サイズアップ編』 

鵜飼睦子監修 （593.3－テ） 

  

『森のおはぎとあんこのおやつ』  

森百合子著 （596.6－モ） 

懐かしくてほっとするあんこおやつ。 

 

『今日も嫌がらせ弁当』  

ttkk（Kaori） （596.4－キ）  

爆笑あり、号泣あり。お弁当がつな

いだシングルマザーと反抗期女子

高生のおいしくて、やさしい３年間

の軌跡。 

 

『インコのおとちゃん』 村東剛著 （646.8－ム）  

この愛らしく、面白い生き物をつくってくれて、 

ありがとう。 

 

『日本の刀剣』  （756.6－ニ）  

エピソードや見どころでわかる日本刀の入門書 

  

☆『東方文花帖』 ZUN 原作 ; 葉庭漫画(798-ズ)  

 

『使いこなしてみたい和の言葉』  

本郷陽二著 （810.4－ホ）  

日本語にはさまざまな表情や深い味わいがあります。 

 

＊『もしも…あなたが外国人に

「日本語を教える」としたら』  

荒川洋平著 （810.7－ア）  

突然外国人に日本語を教えることに

なった 3人のケースを例に「日本語」

を外国語として教えることについて

わかりやすく解説した入門書。 

 

『手紙の書き方大全』 中川越著 （816.6－ナ）  

礼儀正しさが求められる手紙から、書き方に悩む内容

の手紙まで。 

 

 

☆ 絵本（３階） ☆ 

 

『世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ』  

くさばよしみ編  

貧乏とは少ししか持っていないこ

とではなく、無限に欲があり、いく

らあっても満足しないことです。 


