
 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 

ついているラベルです。このラベルの順に並んでいます。 

 書名の前の☆は購入希望、＊は先生からの購入希望です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 小説類（３階） ☆ 

 

『残り者』  

朝井まかて著 （913.6||アサ）  

時は幕末、徳川家に江戸城の明け渡

しが命じられる。大奥最後のとき。 

 

☆『文豪ストレイドッグス外伝 綾辻行人 VS
京極夏彦』 朝霧カフカ著 (913.6||アサ）  

殺人探偵の異名をとる綾辻行人は、その危険な異能の

ために異能特務課の新人エージェント・辻村深月の監

視を受けていた。綾辻はある殺人事件の解決を依頼さ

れるが、裏では宿敵・京極夏彦が糸を引いていて…。 

 

＊『倒れるときは前のめり』  

有川浩著 (914.6||アリ）  

映像化続々・当代一の人気作家のエッセ

ンスがここに！『図書館戦争』の人気作

家・初エッセイ集！ 

 

『お面屋たまよし 流浪ノ祭』  
石川宏千花著 （913.6||イシ）  

シリーズ第 5弾。妖面は暴く、その人間の本当の顔を。 

 

＊『ジャッジメント』 小林由香著 （913.6||コバ） 

犯罪が増加する一方の日本で、新し

い法律が生まれた。目には目を歯に

は歯を。この法律は果たして被害者

とその家族を救えるのだろうか。 

 
『ムーンナイト・ダイバー』  

天童荒太著 （913.6||テン）  

大切な人につながる品物を海の底から探し出せない

か。3.・11から 5年目となるフクシマ。非合法のダ

イバーは人と町をさらった立ち入り禁止の海に潜る。 

『掟上今日子の婚姻届』  
西尾維新著 （913.6||ニシ）  

世にも不幸な男、まさかの結婚 

 

☆『ヤンデレに喧嘩を売ってみる』  

花唄ツキジ著 （913.6||ハナ）  

 

『辛夷（こぶし）の花』  
葉室麟著 （913.6||ハム） 

藩政をめぐる熾烈な闘いに巻き込まれ、家族とともに

女とて闘う。 

 

『硝子の太陽 Noir』 『硝子の太陽 Rouge』  
誉田哲也著 （913.6||ホン）  

 

＊『ポイズンドーター・ホーリーマザー』 
湊かなえ著 (913.6||ミナ）  

母と娘。姉と妹。男と女。ままならない関係、鮮やか

な反転、そしてまさかの結末。あなたのまわりにもき

っといる、愛しい愚か者たちが織りなすミステリー。 

 

＊『希望荘』  

宮部みゆき著 （913.6||ミヤ） 

私立探偵・杉村三郎が４つの難事件に

挑む。『誰か』『名もなき毒』『ペテ

ロの葬列』に続くシリーズ最新刊。 

 

☆『漆黒鴉学園①～⑥』 望月べに著（913.6||モチ）  

 

☆『ナイルパーチの女子会』  
柚木麻子著 （913.6||ユウ）  

ブログがきっかけで偶然出会った

大手商社につとめる栄利子と専業

主婦の翔子。互いによい友達になれ

そうと思ったふたりだったが、ある

ことが原因でその関係は思いもよらぬ方向に―。 

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．３１９（２０１６．８．２６．発行） 

館内、電気工事が行われました。 

夏休み中、館内照明のＬＥＤ化工事が行われました。 

フロア全体とトイレが明るくなりました。 

 

 

   ～ １学期の統計 ～  そうだ！図書館へ行こう

所 属 貸出冊数 一人当たり 

子ども教育学科 710 3.8 

看護学科 2,098 7.7 

高校１年生 1,248 7.9 

高校２年生 406 2.7 

高校３年生 675 4.0 

中学１年生 854 17.1 

中学２年生 560 8.9 

中学３年生 269 4.5 

高１生の貸出が多いのは、夏休みの英語課題があったからだと思います。 

中 1生も課題が多かったのか、読書マニアさんがいるのか・・・。 

先生方や保護者などの貸出状況や貸出の多い本などの利用状況は、 

図書館ホームページで見ることができます。 

 

 ＜予約・購入希望について＞ 

例年に比べると予約も購入希望も少ない。みんな遠慮深いのでしょうか？ 

出そうと思った時には締切なんてことにならないように、出してくださいね。 

夏
休
み
に
借
り
て
い
た
本
や
CD
は
８
月
３１
日
（水
）が
返
却
期
限
で
す
。 

督
促
さ
れ
る
前
に
、
返
し
て
く
だ
さ
い
！ 

ＤＶＤの視聴は、 

『学年ビリのギャルが１年

で偏差値を４０上げて慶應

大学に現役合格した話』 

『インサイド・ヘッド』が 

人気でした。 



☆ 文庫（３階） ☆ 

 

☆『スキキライ』 藤谷燈子著 

☆『ラスト・エンブリオ③』  

竜ノ湖太郎著 

☆『ドグラ・マグラ 上・下』 夢野久作著 

☆『いつか天魔の黒ウサギ④～⑫』 鏡貴也著 

☆『学園都市アスタリスク』シリーズ 三屋咲ゆう著 

☆『Re:ゼロから始める異世界生活』シリーズ  

長月遼平著 

『書店ガール④⑤』 碧野圭著 

『烏は主を選ばない』 阿部智里著 

『ナイチンゲール 上・下』  

クリスティン・ハナ著 

 

 

☆ マンガ（３・４・５階） ☆ 

 

『くるねこ⑰』 くるねこ大和著 

 

 

☆ ＣＤ（２階） ☆ 

 

☆『enigma』 Tak Matsumoto 

☆『SPEEDSTER』 Generations 

☆『２NE1』 ２NE1 

☆『早退系持論』 ゆうゆ 

☆『TIMELESS WORLD』 コブクロ 

 

 

 

 

☆ 小説以外の本（３・４・５階） ☆ 

 

『知って得する図書館の楽しみかた』  

吉井潤著 （015||ヨ）  

こんな使いかたが、あったのか。 

 

『限界を突破するための天才

100の名言』  

日本博学倶楽部著 （159.8||ニ）  

世に天才と称さされる人たちの珠玉の名

言をエピソードとともに紹介する。 

 

『イスラム世界』 私市正年監修 （167||キ） 

今や世界にイスラム教徒は約 15億人。誤解されがち

なイスラム世界、その全容を図説で説く。 

 

『天使とは何か』 岡田温司著 （191.5||オ）  

天使とは一体、何者なのか。キリスト教美術をゆたか

に彩る彼らの物語を追いかけてみよう。 

 

『シンドラーに救われた少年』  

レオン・レイソン著 （289.3||レ）  

危険を冒してまで多くのユダヤ人

の命を救った、シンドラーの勇気の

理由とは。 

 

『ニュースの“なぜ？”は世界史に学べ』  

茂木誠著 （319||モ）  

地政学・宗教・世界史で激動の国際情勢が一気にわか

る。 

 

『台所防災術』  

坂本廣子，坂本佳奈著 （369.3||サ）  

被災からふつうの暮らしにもどるまで 

 

 

＊『箸はすごい』  

エドワード・ワン著 （383.8||ワ）  

箸族、フォーク族、手食族が繰り広げ

る、世界を三分する覇権争い。箸と人

類 7000年の物語。 

 

『昭和の消えた仕事図鑑』  

澤宮優文 （384.3||サ）  

今では姿を消した、昭和の職業、汗と知恵で激動の時

代を生き抜いた人たちの記録。 

 

『君たちには話そう』  

いしいゆみ著 （395||イ） 

太平洋戦争中に秘密の研究をしていた、

陸軍登戸研究所の大発見につながると

びらを開いたのは、高校生たちでした。 

 

『科学の発見』 スティーヴン・ワインバーグ著（402||ワ）  

物理こそ科学のさきがけであり、科学の中の科学であ

る。欧米で大論争。 

 

『女子高生アイドルは、なぜ東大生に知力で

勝てたのか？』 村松秀著 （404||ム） 

 

『いのちを“つくって”もいいですか？』 

島薗進著 （490.15||シ） 

iＰＳ細胞と再生医療、出生前診断、

遺伝子への介入・・・ただ望むまま

に進んで行くならば、私たちはやが

て「いのちをつくりかえる」領域に

踏み込んでしまうのではないか。 

 

『A Child is Born』  

レナルト・ニルソン写真 （491.354||ニ）  

受精から誕生まで、独自の撮影技術を駆使して体内の

様子を記録した驚異の写真集。 

『追跡！私の「ごみ」』  

エリザベス・ロイト著 （518.52||ロ）  

女性ジャーナリストが体あたりで挑ん

だ、廃棄物世界の裏側。 

 

『京都・大阪・神戸名建築さんぽマップ』  

円満字洋介著 （523.16||エ）  

厳選 50ルート、関西三都の建築遺産を巡る。 

 

『文房具図鑑』  

山本けん太ろう絵・文 （589.7||ヤ）  

手描き 100ページ、小学 6年生の文

具愛が爆発。 

 

『annasの草花と動物のかわいい詩集』  

川畑杏奈著 （594.2||カ）  

 

『あなたの知らない大阪「駅」の謎』  

米屋こうじ著 （686.216||ヨ）  

知れば知るほど面白い、大阪鉄道ミステリー 

 

『近代大阪職人図鑑』  

大阪歴史博物館編著（750.216||オ）  

東京、京都へと晴れ舞台を求めて職人

たちが動いた明治の世、反骨の職人魂

で技を極めた超絶の名工たちが大阪

にいた。 

 

＊『数量表現の英語トレーニングブック』  

大島さくら子著 （835.29||オ）  

文章・会話の中に出てくるさまざまな数量表現を、ど

う読み、聞き、話すのかを豊富な例文で紹介 

 

 

開館時間 

8：10～17：30（土曜日は 15：00まで） 

卒業生 


