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☆ マンガ（３・４・５階） ☆ 

 

『ヒカルの碁』 ほったゆみ原作；小畑健漫画  

『おーい！竜馬』 武田鉄矢原作；小山ゆう作画  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『怪盗ルヴァン①②』  

亜樹直作；オキモト・シュウ画  

『僕だけがいない街①～⑧』  

三部けい著  

 

☆ 文庫（３階） ☆ 

☆『あんさんぶるスターズ！③④』 日日日著 

☆『言の葉の庭』 新海誠著 

☆『秒速５センチメートル』 新海誠著  

☆『僕の彼女と幼なじみが修羅場すぎる⑩⑪』  

裕時悠示著  

河野裕著 

☆『いなくなれ、群青』   

☆『汚れた赤を恋と呼ぶんだ』  

☆『その白さえ嘘だとしても』  

 

『あきない世傳 金と銀②』 髙田郁著 

『カブキブ！③④』 榎田ユウリ著 

『神様の御用人⑥』 浅葉なつ著 

『怒り 上・下』 吉田修一著  

『万能鑑定士の最終巻』 松岡圭祐著 

 

 

☆ 小説類（３階） ☆ 

 

『何様』 朝井リョウ著 （913.6||アサ） 

何ものかになっただなんて、何様のつ

もりなんだろう。『何者」アナザース

トーリー 

 

『落陽』 朝井まかて著 （913.6||アサ）  

明治天皇崩御直後、東京から巻き起こった神宮造営の

巨大なうねり。明治神宮創建に迫る描き下ろし 

 

『クララ殺し』 小林泰三著 （913.6||コバ）  

夢の中で出会った車椅子の美少女ク

ララ。何者かに命を狙われる、現実世

界のくらら。理系男子・井森はクララ

とくららを守れるか。 

 

『アリスのうさぎ』  

斉藤洋作 （913.6||サイ） 

図書館でアルバイトをしているわた

しのもとにはなぜか、不思議な話が集

まってくる。 

 

『いのちをむすぶ』 佐藤初女著 （914.6||サト）  

東北のマザーが、生涯をかけて伝えたいことのすべて 

 

『ぽくたちのリアル』 

戸森しるこ著 （913.6||トモ） 

出席番号一番、秋山璃在。二番、飛

鳥井渡。三番、川上サジ。三人です

ごした五年生の春と夏の思い出 

 

☆『教団 X』 中村文則著 （913.6||ナカ）  

自分の元から去った女性は、公安から身を隠すオカル

ト教団の中へ消えた。絶対的な悪の教祖と４人の男女

の運命が絡まり合い、やがて教団は暴走し、この国を

根幹から揺さぶり始める。 

 

『掟上今日子の家計簿』 

 『撫物語』 

西尾維新著 （913.6||ニシ）  

 

『おおあたり（しゃばけ⑮）』  

畠中恵著 （913.6||ハタ）  

 

『危険なビーナス』 東野圭吾著 （913.6||ヒガ）  

失踪した弟の嫁に会った瞬間、俺は雷に撃たれた。「ご

めん、好きにならずにはいられない」 

 

☆『からくり卍ばーすと 上・下』  

ひとしずく P著 （913.6||ヒト）  

俺たちは正義のために生きているのか。 

 

 

返し忘れはありませんか？ 

新着案内 らい★ぶらり 
～ 本のほんのいちぶ  ～ 

 

大阪信愛女学院図書館  Ｎｏ．３２１（２０１６．１０．２７．発行） 

購入希望締切の時期がやってきました。 

１１月１８日（金）最終締切です。 

予算の都合上、すべて購入できるとは限りません。 

購入決定はカウンター前の掲示板で確認してください。 

本・ＣＤとも１１月１８日以降に出された希望は、来年４月以降の購入の 

参考とさせていただきます。 
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☆『僕のヒーローアカデミア雄英白書①』  

堀越耕平，誉司アンリ著 (913.6||ホリ）  

体育祭や職場体験などハードな行事が続く中、「授業

参観」がやってきた！今こそご家族の前で君たちの実

力を見せるのだ。 

 

『もしも悩みがなかったら』  

水野敬也作 （913.6||ミズ）  

突然、姿を現した不思議な女の子。彼女

が教えてくれた「悩み」の真実とは。 

 

『みかづき』 

 森絵都著 （913.6||モリ）  

山あり谷あり涙あり。昭和～平成の

塾業界を舞台に、三世代にわたって

奮闘を続ける家族の感動巨編 

 

『真実の 10 メートル手前』  

米澤穂信著 （913.6||ヨネ）  

高校生の心中事件。週刊深層編集部の都留は、フリー

ジャーナリストの太刀洗と合流して取材を開始する

が、徐々に事件の有り様に違和感を覚え始める…。 

 

☆『無職転生⑫』 理不尽な孫の手著 （913.6||リフ）  

 

 

『戦火の三匹』  

ミーガン・リクス作 （933||リ） 

戦争がはじまった。都会に残された 

ペットたちは…。 

 

『14歳、ぼくらの疾走』  

ヴォルフガング・ヘルンドルフ著 （943||ヘ） 

50年後のぼくらは、どう生きているのだろう・・・

っていいうか、明日は？ 

 

 

 

☆ 小説以外の本（３・４・５階） ☆ 

 

『サマる技術』 船登惟希著 （002.7||フ）  

「サマる」とは、情報の本質をつかみ、目的に沿った

部分だけを取り出して、体系的にまとめていくこと。 

 

『戦地の図書館』  

モリー・グプティル・マニング著 （019||マ）  

ナチス・ドイツは一億冊を超える書物

をこの世から消し去った。アメリカは、

戦地の兵隊たちに本を送り続けた。そ

の数、およそ一億四千万冊。いかにして送り届けたの

か。史上最大の図書作戦の全貌とは。 

 

『やまとなでしこ的“いい女”のルール』 

いい女．Bot著 （159.6||イ）  

実は日本的女らしさが一番、人を魅了するんです。 

 

『大浦天主堂物語』 脇田安大著 （195.3||ワ）  

こころの自由ここに始まる。 

 

『一冊でわかるイラストでわか

る図解現代史 1945-2020 : 

超ビジュアル 100 テーマ』  

成美堂出版編集部編 （209.75||イ）  

 

『戦争まで』 加藤陽子著 （210.7||カ）  

歴史を決めた交渉と日本の失敗。より良き道を選べな

かったのはなぜか。 

 

『SNS時代の写真ルールとマナー』  

日本写真家協会編 （316.1||エ）  

気軽に撮って送って思わぬトラブルを招かないため

に。 

 

『くらべる東西』 おかべたかし文 ；  

山出高士写真 （361.42||ヤ）  

くらべれば文化の違いが一目瞭然。 

『中高生からのライフ＆セックスサバイバルガ

イド（こころの科学）』  

松本俊彦，岩室紳也，古川潤哉編 （367.9||チ） 

 

『もしもごはん』  

今泉マユ子著 （369.3||イ）  

即作れて、即食べられる。災害時に、

毎日の食事に。 

 

『ノーベル賞でつかむ現代科学』  

小山慶太著 （402||コ）  

ノーベル賞 115年の歴史に沿い、現代科学がどう発展

してきたかをたどる。 

 

『掃除は「ついで」にやりなさい！』  

新津春子著 （597.9||ニ）  

羽田空港で働く世界一のカリスマ清掃員

が自宅で行っている掃除法を紹介します。 

 

『川瀬良子のプランター野菜』  

川瀬良子監修 （626.9||カ）  

ベランダや玄関先で OK。今年こそ

プランターで野菜を育ててみませ

んか。 

 

『ふつうじゃない生きものの飼いかた』  

松橋利光著 （645.9||マ）  

たとえばウズラの卵を買って、育てる。スーパーで 

買ったアサリだって飼えるよ。 

 

『見て感じるかわいい禅画』  

内田啓一監修 （721.7||ミ）  

白隠慧鶴と仙厓義梵の作品を中心に、

禅と禅画の歴史ともに解説する。 

 

『新怖い絵』 中野京子著 （723||ナ） 

中野節炸裂、絵画ファンから歴史ファンまで大満足の

解説書 

 

『少年の名はジルベール』  

竹宮惠子著 （726.1||タ）  

少女マンガを変えようよ。マンガで革命を起こそうよ。

少女マンガのタブーに挑んだ『風と木の詩』創作秘話。 

 

☆ 『野球ノートに書いた甲子園』  

高校野球ドットコム編集部著（783.7||コ）  

言葉に託した、球児たちの物語 

 

『女子の山登り入門』  

小林千穂著 （786.1||コ） 

経験ゼロからのステップアップ 

 

☆『刀剣乱舞絢爛図録』  

ニトロプラス企画・編集 (798||ト） 

 

 

☆ ＣＤ（２階） ☆ 

 

☆『Colorful Monster』  

Little Gree Monsteｒ 

☆『Welcome to Sexy Zone』  

Sexy Zone 

☆『7/27』 FIFTH HARMONY  

☆『shamanippon -ラカチノトヒ- 

＜通常盤(ふつうよし)＞』 堂本剛  

☆『N album』 KinKi Kids  

☆『good morning』 藤原さくら  

☆『図書館戦争』  

☆『君の名は。』 RADWIMPS  

☆『Actors －Edition 6－』  

☆『ダイヤの A 青道高校温泉に行く』  

☆『ヘタリンアン☆ベスト』   

☆『あんさんぶるスターズ！ 

ユニットソング CD Vol.1,3,5』   

 


