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☆ 小説類（３階） ☆ 

 

『こんがり、パン』  
赤瀬川源平[ほか]著（914.6||アカ） 

おいしい文藝、めくるめくパンの

世界 

 

『眩（くらら）』  

 

朝井まかて著 （913.6||アサ） 

葛飾北斎の娘にして天才女絵師・応為の生涯 

 

＊『アンマーとぼくら』 有川浩著 （913.6||アリ）  

母と過ごす三日間。恩返しは、今からでも遅くない。

かりゆし 58の名曲「アンマー」から着想を得た書き

下ろし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
『陸王』 池井戸潤著 （913.6||イケ）  

地方零細企業が、一世一代の大勝負。

足袋作り百年の老舗が、ランニング

シューズに挑む。 

 

『ブラバンキッズ・ラプソディー』  
『ブラバンキッズ・オデッセイ』  

石川高子著 （913.6||イシ）  

弱小吹奏楽部に起こった奇跡の実話 

 

 

『天下人の茶』  
伊東潤著（913.6||イト）  

千利休の死の謎を描く。 

 

 

 

☆『ツバキ文具店』  

小川糸著 （913.6||イト） 

鎌倉で代書屋を営む鳩子の元には、今日

も風変わりな依頼が舞い込む。伝えられ

なかった大切な人への想い。あなたに代

わって、お届けします。 

 

『海の見える理髪店』 荻原浩著 （913.6||オギ） 

近くて遠く、永遠のようで儚い家族の日々を描く物語 

 

『ポーラースター』 海堂尊著 （913.6||カイ） 

医学生ゲバラは友人ピョートルとオ

ンボロバイクにまたがり、南米大陸

を駆け巡る。「世界を変えた男」は

無鉄砲で、真っすぐで、そしてセク

シーだった。 

 

『家康、江戸を建てる』  
門井慶喜著 （913.6||カド）  

日本史上最大、驚天動地のプロジェクトが始まった。 

 

『総選挙ホテル』 桂望実著 （913.6||カツ）  

中堅ホテルに着任した新社長が打ち出

した案は“従業員総選挙”。落選すれば

解雇もやむなしという崖っぷちの投票

制度。総選挙で人材配置換え？ホテルの

業績アップなるか。 

 

『コーヒーが冷めないうちに』  

川口俊和著 （913.6||カワ）  

過去に戻れる不思議なうわさの喫茶

店で起こった、心温まる四つの奇跡。 

 

『青鬼 無終編』 黒田研ニ著 （913.6||クロ） 

終わりなき恐怖を駆け抜けろ。ついに完結。 

 

『ヒーロー！』  
白岩玄著 （913.6||シラ） 

学校の平和を守るためヒーローばかの男

子とひねくれ文化系女子が立ち上がる。 

 

 

 

『美を尽くして天命を待つ』  
林真理子著 （914.6||ハヤ） 

できるオンナは、本気スイッチ、いつで

も ON。 

 

『クハナ！』 秦建日子著 （913.6||ハタ）  

うちら、ジャズ部はじめました。 

 

『夜を乗り越える』 又吉直樹著 （914.6||マタ） 

本は賢い人達のためにだけあるものではありません。

僕みたいなもんが、学生時代ぜんぜん勉強もできなか

った人間が、本を読み、たくさんの言葉に出会い、今

日まで生きてきました。 

 

☆『オーバーロード①～⑩』  
丸山くがね著 (913.6||マル）  

大ブームを起こしたゲームはサービス終了を迎える

はずだった。――しかし、終了時間をすぎてもログア

ウトしないゲーム。意思を持ち始めたノンプレイヤー

キャラクター。なにやらギルドごと、異世界に飛ばさ

れてしまったらしい! ? 

 

『象は忘れない』  

柳広司著 （913.6||ヤナ） 

「福島」が「フクシマ」になったあの

日、原発に人生を奪われた。だが、何

としてでも生き抜いてやる。 

 

『イヤシノウタ』 吉本ばなな著 （914.6||ヨシ）  

みんなが、飾らずむりせず、自分そのものを生きるこ

とができたら、世界はどんなところになるだろう。 

 

 

『書店主フィクリーのものがたり』  
ガブリエル・ゼヴィン著 （933||ゼ）  

その書店は島で唯一の、小さな書

店。偏屈な店主フィクリーはくる

日もくる日も、一人で本を売って

いた。これは本が人と人をつなげ

る優しい物語。 

 

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．３２０（２０１６．１０．４．発行） 

体育祭・文化祭と大きな行事が終わり、日常が戻ってきました。短大生は夏休みが終わり・・・。 

これからは、勉強や部活に励むべし！とはいえ、適度な息抜きも必要です。 

本を読むのはもちろん、調べ物、DVDを観る、音楽を聴く、ぼーっとする、などいろいろ

できる図書館へ来てください。紙面では紹介できていない本もいっぱい入ってます。 



 

 

☆ 文庫（３階） ☆ 

☆ 『スイの魔法⑤』 白神怜司著 

☆ 『アクセル・ワールド⑳』 川原礫著 

☆ 『クロックワーク・プラネット④』 榎宮祐, 暇奈椿著 

☆ 『ソードアート・オンライン⑰⑱』 川原礫著 

『小説 君の名は。』 新海誠著 

『剣と紅 戦国女領主・井伊直虎』  

高殿円著 

『泣き虫ピエロの結婚式』  

望月美由紀著 

『カゲロウデイズ⑦』 じん（自然の敵 P）著 

『あきない世傳 金と銀』 髙田郁著 

『黄金の烏』 阿部智里著  

 

 

☆ ＣＤ（２階） ☆ 

 

☆ 『透明な空』 乃木坂 46 

☆ 『DEAR．』 Hey!Say!JUMP 

☆ 『Grateful Rebirth』 堂本剛 

☆ 『This is Me』 絢香 

☆ 『Gravity』 堂本光一 

☆ 『Go WEST よーいドン！』 ジャニーズ WEST 

☆ 『SMAP/MIJ』 SMAP 

☆ 『The Best』 少女時代 

☆ 『「あんさんぶるスターズ！」ユニットソング CD  

Vol.2 Knights』  

☆ 『Dance with Devils 

 ミュージカルソングコレクション』  

☆ 『ティーン・ビーチ・ムービー②』  

 

 

開館時間 

8：10～17：30（土曜日は 15：00まで） 

 

☆ マンガ（３・４・５階） ☆ 

 

＊『コウノドリ⑭』 鈴ノ木ユウ著  

☆『図書館の主⑬』 篠原ウミハル著 

☆『ちはやふる 32巻』 末次由紀著  

 

 

☆ 小説以外の本（３・４・５階） ☆ 

 

『教えて♪プログラミング』  

高橋与志著 （007.64||タ）  

まずはなんとなくわかることが大切。 

 

『進路・将来を考える 中高生のた

めのブックガイド』  

佐藤理絵監修 （028.09||シ） 

学校生活や部活動、志望学科と将来の職業との関連性、

大学入試の小論文対策まで、中高生へのお薦め本 

 

＊『ミライの授業』 瀧本哲史著 （100||タ）  

学校は、未来と希望の工場である。 

 

『となりのイスラム』  

内藤正典著 （167||ナ）  

世界の 3人に 1人がイスラム教徒になる

時代、仲良くやっていきましょう。 

 

『清掃はやさしさ』 新津春子著 （289.1||ニ） 

世界一清潔な空港を支える職人の生き様 

 

＊『言ってはいけない残酷すぎる真実』  

橘玲著 （304||タ）  

遺伝、見た目、教育など口には出せない不愉快な現実

を直視せよ。 

 

＊『めんどくさがる自分を動かす技術』 冨山真

由著 （336.2||ト）  

なかなか動きだせないのは、意志が弱い

からではありません。 

 

『10年後に失敗し

ない未来予想図』 森永卓郎監修

（366.29||ジ）  

次のライフステージをプロデュース 

 

『捨てる勉強法』  並木秀陸著 （379.7||ナ） 

ノート作りもカラフルなマーキングも、はっきり言っ

て、いらない。 

 

『日本の伝統行事』  

村上龍著 （386.1||ム）  

正月、ひな祭り、七夕・・・私た 

ちは思い出し、再発見する。 

 

『江戸の科学大図鑑』  

太田浩司[ほか]監修 （402.1||エ）  

ものづくり日本の原点がここにある。 

 

 “これは異常気象なのか？” 

保坂直樹著：こどもくらぶ編 （451||ホ） 

①『気候システムに異常が？』  

②『台風・竜巻・豪雨』  

③『猛暑・寒波・豪雪』  

 

『幹細胞』 ジョナサン・スラック著 （491.11||ス）  

iPS細胞だけではありません。 

 

『自宅でできるライザップ運動編』 

『自宅でできるライザップ食事編』  

（595||ジ） 

 

 

『すごいぞ！私鉄王国・関西』  

黒田一樹著 （686.216||ク）  

関西の私鉄はなぜこんなに個性的なの

か。愛と独断のキーワードで読み解く。 

 

『どんなに体がかたい人でもベターッと開脚で

きるようになるすごい方法』 Eiko著（781.4||エ）  

4週間で達成できる最強プログラム 

 

『ゲームシナリオのためのファン

タジー解剖図鑑』 サイドランチ編 

（798||ゲ）  

ファンタジーの作品世界を構築する

ために必要な知識とアイデアを解説 

 

『翻訳できない世界のことば』  

エラ・フランシス・サンダース著 （804||サ）  

他の国のことばではそのニュア

ンスをうまく表現できない「翻訳

できないことば」たち。 

 

『伝わる文章の書き方！』  

高橋廣敏著 （816||タ）  

誰でも簡単に“伝わる文章”が書けるようになる 7日

間の特別授業 

 

『セーラー服の歌人 鳥居』  

岩岡千景著 （911.162||イ） 

母の自殺、小学校中退、施設での虐待、

ホームレス生活。拾った新聞で字を覚え

たホームレス少女の物語 

 

『吉田美和歌詩集』 中村正人監修 (911.56||ヨ）  

LOVE・LIFE・TEARSの３部からなる DREAMS COME TRUE

２５年の奇跡と軌跡をたどる歌詩集 


