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☆ 小説類（３階） ☆ 

 

『あさが来た 下』 
青木邦子ノベライズ （913.6||アオ）  

もっともっと、なんや人の役に立てるようなことせな

あかん気ぃしてますのや。 

 

『陽気なギャングは三つ数えろ』  
伊坂幸太郎著 （913.6||イサ）  

絶体絶命のカウントダウン。市場最強

の天才強盗 4人組に強敵あらわる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの

『イノベーションと企業家精神』を読んだら』  

岩崎夏海著 （913.6||イワ）  

勝つために必要なのは全員の「居

場所」だった。ベストセラー『も

しドラ』第 2弾 

 

『Ｍａｓａｔｏ』  
岩城けい著 （913.6||イワ） 

オーストラリアに住むことになった少年とその家族

の、故郷の物語 

 

 

『わたし、がんばったよ。』  
岩貞るみこ文 （916||イワ）  

急性骨髄白血病をのりこえた女の子のお話 

 

『金魚姫』  

荻原浩著 （913.6||オギ）  

ブラック企業、失恋。人生の窮地

に立たされた僕と、金魚の化身と

の、奇妙な同居生活が始まった。 

 

『王様ゲーム 深淵 8.08』  
『王様ゲーム 煉獄 11.04』  

金沢伸明著 （913.6||カナ）  

 

『ひとりではじめたアフリカボランティア』  
栗山さやか著 （916||クリ）  

渋谷１０９の元ギャル店員、アフリカで目をそむけた

くなるような現実に直面した。貧困や病気で苦しむ人

たちが、もしもの時に頼れる場所を。彼女は今日も奮

闘している。 

 

『うそつき、うそつき』  
清水杜氏彦著 （913.6||シミ）  

国民管理のために首輪型嘘発券機の着

用が義務付けられた世界。少年フラノ

は非合法でその首輪除去を生業として

いた。 

 

『また、同じ夢を見ていた』  
住野よる著 （913.6||スミ）  

きっと「誰にでもやり直したい」こ

とがある。 

 

『不明解日本語辞典』 高橋秀実著 （914.6||タカ）  

読めば読むほどわからなくなる。 

 

『世界の果てのこどもたち』  
中脇初枝著 （913.6||ナカ）  

空襲で家族を失い、自分の故郷ではない

国で生きていかなければならなかった。

でも、そこにはいつだって、国境を越え

た友情があった。 

『惑いの森』 中村文則著 （913.6||ナカ）  

人生には、思いがけない偶然が舞い降りる。どこか奇

妙で、愛おしい人々。切なく、暖かいショート・スト

ーリー集。 

 

『教場②』 長岡弘樹著 （913.6||ナガ） 

その警察学校には、鬼がいる。怪物じみた切れ者刑事

は、なぜ教官に転じたのか。 

 

『ズッコケ熟年三人組』  
那須正幹著 (913.6||ナス）  

age50シリーズついに完結、ハチベエ、ハカセ、モー

ちゃんはいつまでもズッコケ三人組。 

 

『掟上今日子の退職願』  

西尾維新著 （913.6||ニシ）  

忘却探偵シリーズ第５弾 

 

『ロマンシエ』  
原田マハ著（913.6||ハラ） 

アーティストを夢見る乙女な美・男子が、パリの街角

で、ある小説家と出会った。 

 

『カエルの楽園』 百田尚樹著 （913.6||ヒヤ）  

安住の地を求めて旅に出た 2匹のアマガエルは、平和

で豊かな国にたどり着く。そこでは心優しいツチガエ

ルたちが、奇病な戒律を守り穏やかに暮らしていた。

ある事件が起こるまでは。 

 

『白をつなぐ』 まはら三桃著 （913.6||マハ）  

毎年一月、広島で開催される都道府県対抗男子駅伝。

福岡を代表し、世代の違う七人が、たすきをつないで

走る。 

 

☆『無職転生⑨』 理不尽な孫の手著（913.6||リフ）  

 

『うみねこのなく頃に 最後で最初の贈りもの』  

竜騎士 07著 （913.6||リユ）  

これまでつむがれたカケラの数々、す

べて。 

 

 

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．３１６（２０１６．５．１０．発行） 

入学、進級から１か月、学校やクラスには慣れたでしょうか。 

クラブ活動や補講などでなかなか時間がないかもしれませんが、 

朝礼前から昼休み、放課後と図書館は開館しています。 

時間を見つけて、ぜひ足を運んでみてください。 

 

図書館にはいろいろな本や雑誌があります。 

あなたの悩み事、困りごと、図書館で解決するかもしれませんよ。 



  図書館の開館時間は 平日 8:10~17:30 土曜日 8:10~15:00  閉館時の返却は図書館入口前の返却ボックスに入れてください。   

☆ 文庫（３階） ☆ 

☆『スイの魔法①～③』  

白神怜司著 

『さまよう刃』 東野圭吾著  

『七十歳死亡法案、可決』  

原谷美雨著 

『僕は何度でも、きみに初めて

の恋をする。』 沖田円著 

『烏に単は似合わない』  

阿部智里著 

 

 

☆ 小説以外の本（３・４・５階） ☆ 

 

『ジャーナリストという仕事』  

斎藤貴男著 （070.16||サ）  

情報があふれるなか、「真実」をどうつかむか。誰の

視点に立って、何を伝えるか。 

 

『神に仕える皇女たち』 原槇子著 （175.8||ハ）  

斎王の存在を少しでも多くの方々に知っていただき

たい。 

 

『世界一清潔な空港の清掃人』  
新津春子著 （289.1||ニ）  

清掃の地位はまだまだ低い。でも、心を

籠めれば、感謝してくる人が出てくるの

です。 

 

『津波からふるさとを守った浜口梧陵』  
クニ・トシロウ作画 (289.1||ハ） 

マンガで知る災害の備え 

 

『広岡浅子の生涯（別冊宝島）』  

（289.1||ヒ）  

ＮＨＫ連続テレビ小説ヒロイン・あ

さのモデルとなった広岡浅子の激動

の人生を豊富な写真資料でたどる。 

『図解ゼロからわかる世界情勢地図の読み方』  

世界情勢を読む会編著 （302||セ）  

歴史的な因縁、国同士の好悪感情、新興国の栄枯盛衰、

意外な国の意外な事情。 

 

『ニュースで伝えられないこの国の正体』  
辛坊治郎著 （304||シ）  

著者しか知り得ないニュースの深

層が明らかに。 

 

『小学校社会科の教科書で、
政治の基礎知識をいっきに 

身につける』 佐藤優，井戸まさえ著 （310||サ）  

教養は小６「公民」で鍛えろ。 

 

『18歳から考える人権』  

宍戸常寿編 （323.143||ジ）  

 

『いのちの学校』 いのちのミュージアム企画 ：  

柳沢智子著 （326.3||ヤ） 

事件や事故によって、突然、奪われた「いのち」15

家族の物語 

 

『18歳から考える消費者と法』  
坂東俊矢，細川幸一著 （365||バ）  

 

『日本の給料＆職業図鑑』  
給料 BANK著 （366.4||キ）  

定番の人気職業から興味ひかれるレアな

職業まで、日本の職業 271種。 

 

『貧困女子のリアル』 沢木文著 （367.2||サ）  

都会で困窮した生活を送る女性たちの現実。なぜ、あ

たしだけこんなに辛いの？ 

 

『保健室の恋バナ＋α』  
金子由美子著 （367.6||カ）  

保健室で長年、中学生と向き合ってきた著者が十人十

色の恋バナのエピソードをふまえてあなたの悩みに

答えます。 

 

 

『学校では教えてくれない推薦・ＡＯ面接の 
超裏ワザ講座』 石橋知也著 （376.8||イ） 

 

『世界でいちばん素敵な夜空の教室』  
（440.4||セ） 

世界一に認定されたプラネタリウムの解説員が贈る

夜のふしぎ、星のひみつ。 

 

『地球はもう温暖化していない』  
深井有著 （451.35||フ）  

データ上は 20年近くも温暖化は進んでいない。気候

変動の主役は、ＣＯ₂ではなく太陽だ。 

 

『みんなの生命科学』 
北口哲也[ほか]著 （460||キ）  

生命科学は面白い！だって、自分のこ

とだもの。 

 

『よくわかる知的財産権』 
岩瀬ひとみ監修 （507.2||ヨ） 

知らずに侵害していませんか。 

 

『生き物と向き合う仕事』  

田向健一著 （649||タ）  

日々、生き物たちと向き合う獣医師が伝える命とは、

病気とは、生きるとは。 

 

『読みやすい文字と 
伝わるイラスト』 

森井ユカ著 （727||モ）  

描ける素質をはばんでいるのはただ

ひとつ、上手い下手へのこだわりです。 

 

『写真のなかの「わたし」』 鳥原学著 （743.4||ト）  

撮るのも撮られるのも見るのも大好き。 

 

『大人女子の体幹ストレッチ』  
広瀬統一著 （781.4||ヒ）  

１日３分でメリハリ美体型、太るから

だぐせを根本から変える新習慣。 

 

 

『悩ましい国語辞典』  
神永曉著 （810.4||カ）  

辞書編集者だけが知っていることばの深

層 

 

『語彙力こそが教養である』 齊藤孝著 （814||サ）  

その一言に知性は滲み出る。 

 

『必ず書ける「３つが基本」の文章術』  
近藤勝恵著 （816||コ）  

３つのコツを意識することで、どんな文章も短時間で、

しかも他人がうなる内容に仕上げることができます。 

 

 

☆ マンガ（３階） ☆ 

『理系の人々⑤』 よしたに著 

『猫ピッチャー④』 そにしけんじ著 

 

 

☆ 学習参考書（３階） ☆ 

坂田アキラ著 

＊『坂田アキラの化学[理論化学編]の 

解法が面白いほどわかる本』 

＊『坂田アキラの化学[無機・有機化学 

編]の解法が面白いほどわかる本』  

＊『坂田アキラの化学基礎の解法が 

面白いほどわかる本』  

 

『国ごと、地域ごとにまとめ直した 

高校世界史 上巻』 八尾師誠監修 ； 川音強著 

 

 

 図書館 2階で、 

古書展示、開催中！ 
雑誌や古本など、差し上げます。 


