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『名探偵傑作短編集 火村英生篇』 有栖川有栖著 

『人間の顔は食べづらい』 白井智之著 

『君は月夜に光り輝く』 佐野徹夜著 

『青い花は未来で眠る』 乾ルカ著 

『盲目的な恋と友情』 辻村深月著 

『神の値段』 一色さゆり著 

『からくさ図書館来客簿①～⑤』 仲町六絵著 

『後宮に月は満ちる』 『後宮に星は宿る』 篠原悠希著 

『猫にされた君と私の一カ月』 相川悠紀著 

『セシルのもくろみ』 唯川恵著 

『拝啓、十年後の君へ。』 天沢夏月著 

『かくりよの宿飯①～⑥』 友麻碧著 

（以上、文庫本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『浪費図鑑』 劇団雌猫著 （361.5||ゲ） 

『即戦力の漫画背景』 アシスタント背景 

美塾 MAEDAX派著 （726.1||ア）  

『アニメーターが教える線画デザインの 

教科書』 リクノ著 （726.5||ア） 

『大胆なポーズの描き方』 えびも著 （726.5||エ）  

『文豪ストレイドッグス公式ガイドブック深化録』  

文豪ストレイドッグス制作委員会監修 （778.77||ブ）  

『小説おそ松さん 前松・後松』 赤塚不二夫原作 ；  

三津留ゆう小説 （913.6||アカ）  

『夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく』  

汐見夏衛著 （913.6||シオ） 

ここで紹介するのはほんの一部！ 

ぜひ図書館に来てね！！ 
 

☆ 文庫（３階） ☆ 

『おいで、一緒に行こう』 森絵都著 

『トリガール』 中村航著 

『櫻子さんの足下には死体が埋まって

いる ジュリエットの告白』 太田紫織著 

『響け！ユーフォニアム 北宇治高校吹奏楽部、 

波乱の第二楽章前編』 武田綾乃著 

『京都寺町三条のホームズ⑧』 望月麻衣著 

 

 

☆ 小説類（３階） ☆。 

 

『さいとう市立さいとう高校野球部 おれが先輩？』  

あさのあつこ著 （913.6||アサ）  

凹凸タッグで目指せ甲子園！？ 

 

＊『星に願いを、そして手を。』  

青羽悠著 （913.6||アオ）  

中学生の頃、四人の親友を繋げていた

のは「宇宙」への果て無き好奇心だっ

た。一度は離れ離れになった彼らは大

人になり、大切な人の死をきっかけに再会するが──。 

 

『ホワイトラビット』 伊坂幸太郎著 （913.6||イサ）  

助けて！人質立てこもり事件発生。 

 

『きょうの日は、さようなら』  

石田香織著 （913.6||イシ）  

家族や親友や恋人より大切な「運命」

の物語 

 

 

『訪問看護師さゆりの探偵ノート』  

石黒順子著 （913.6||イシ）  

少しでも良質な訪問看護を。奮闘する

さゆりが直面した老人を利用する「犯

罪」とは。 

 

＊『琥珀の夢 上・下』 伊集院静著 （913.6||イジ）  

サントリー創業者・鳥井信治郎のひたむきな日々 

 

『ひよっこ 下』 岡田惠和作 ；  

国井桂ノベライズ （913.6||オカ）  

父との衝撃の再会、みね子の恋の行方 

 

『15歳、ぬけがら』  

栗沢まり著 （913.6||クリ）  

公園の公衆トイレで顔を洗う女子中学生

だなんて、死んでもばれたくない。 

 

『見上げた空は青かった』  

小手鞠るい著 （913.6||コデ）  

なぜ、大人たちは戦争するの？なぜ、テロや戦争をな

くせないの？ 

 

『薬害エイズで逝った兄弟』  

坂上博，鈴木英二著 （916||サカ） 

血友病の患者に投与された非加熱血液製剤が、HIVへ

の感染を招いた。 

 

『また、桜の国で』 須賀しのぶ著 （913.6||スガ）  

第二次世界大戦勃発。ナチス・ドイツに

蹂躙されるポーランドで、真実を見た日

本人外務書記生はいかなる道を選ぶのか。 

 

『いとも優雅な意地悪の教本』  

橋本治著 （914.6||ハシ）  

上質な意地悪が足りないから、日本人は下品になった。 

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．３３４（２０１７．１１．１７．発行） 

雑誌付録の抽選展示会を開催します。 
★展示期間：11/20（月）～11/25（土） 

★応 募：一人 1点のみ。 応募用紙に記入してカウンターに出してください。 

＊卒業生・保護者の方は応募できません。 

★当選発表：11/２8（火）当選通知を発行します。短大生は掲示板確認を。 

   当選通知と引き換えにお渡しします。 

図書委員選書 

高校・図書委員会活動のひとつとして、委員有志でジュンク堂書店（天満橋店）に出向き 

本を選んできました。みなさんも読んでください。紹介しているのは全部ではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



『いらないねこ』 

 ヒグチユウコ絵と文 (913.6||ヒグ）  

ぬいぐるみと子猫の感動の物語 

 

 

☆『夜廻』 日本一ソフトウェア原作； 

保坂歩著（913.6||ホサ）  

 

『ひかり生まれるところ』  

まはら三桃著 （913.6||マハ）  

主人公の心の葛藤と成長を、神社の行

事や境内で起こるさまざまな事件とと

もに生き生きと描いた爽快青春物語 

 

☆『オーバーロード⑫』 丸山くがね著 （913.6||マル）  

 

『告白』 三島由紀夫著 （914.6||ミシ）  

三島由紀夫未公開インタビュー、半世紀の時を経て甦

る、世界的文豪の肉声。 

 

『ルビンの壺が割れた』  

宿野かほる著 （913.6||ヤド）  

ネット上で賛否両論の渦を巻き起こした、

話題作。とにかく読んでみてください。 

 

 

☆ 小説類以外（３・４・５階） ☆ 

 

『13歳からの「学問のすすめ」』  

福澤諭吉著 ； 齋藤孝訳・解説 （002||フ） 

明治時代初期から読み継がれてきた日本最強の教育

書をいちばんわかりやすい齋藤訳で贈る。 

 

『「感情」の解剖図鑑』  

苫米地英人著 （141.6||ト）  

あらゆる感情を、脳科学的な観点に加え、

社会学、人類学的な観点から徹底解剖 

 

『「すぐ不安になってしまう」が一瞬で消える方法』  

大嶋信頼著 （146.8||オ）  

勝手にとり憑いた妄想を断ち切る。 

 

 

『あなたの運は絶対！よくなる』  

田宮陽子著 （159||タ）  

いつも「ツイてる人」だけが知っている、

運気を上げるすごい方法とは。 

 

『リアル人生ゲーム完全攻略本』  

架神恭介，至道流星著 （159.7||カ）  

バランス崩壊、謎システム、不明確なゴール、それで

も人生はゲームとして攻略できる。 

 

『100人の聖書』 篠原元著 （192.88||シ）  

すごい本のすごい人々。それは聖書 

 

『消えゆく太平洋戦争の戦跡』 「消

えゆく太平洋戦争の戦跡」編集委員会編 

（210.75||キ）  

風雨に晒され、多くが消滅の危機に。 

 

『戦争と平和』 百田尚樹著 （210.75||ヒ）  

日本人は絶対に戦争をしてはいけない。日本人ほど、

戦争に向かない民族はいないのだから。 

 

『もっと知りたい！イスラエル』  

平岡真一郎文・写真 （292.85||ヒ）  

古くて新しい国 

 

『世界を分断する「壁」』  

アレクサンドラ・ノヴォスロフ， 

フランク・ネス著（312.9||ノ）  

国を、民族を、家族を分断する「壁」

は、今もなお、作られている。 

 

『核大国ニッポン』 堤未果著 （319.8||ツ）  

日本人よ、「非核国」の幻想から目を覚ませ。 

 

『信じてはいけない』 平和博著 （361.45||タ）  

この世界を覆い尽くす嘘と悪意。情報社会の深奥に踏

み込む。 

 

『都道府県格差』  

橘木俊詔監修 ； 造事務所著 （361.9||ゾ）  

統計データをひもとけば、わが国の意外な真実、隠さ

れた課題が見えてくる。 

『裸足で逃げる』 上間陽子著 （367.6||ウ）  

沖縄の女性たちが暴力を受け、そこから逃げて、自分

の居場所をつくりあげていくまでの記録 

 

『「もしも」に役立つ！おやこで防災力

アップ』 今泉マユ子著 （369.3||イ）  

家族みんなで防災シュミレーションを

しましょう。 

 

『難民を知るための基礎知識』  

滝澤三郎，山田満編著 （369.38||タ）  

 

『ブラック奨学金』 今野晴貴著 （373.4||コ）  

学生をしゃぶり尽くす“高利貸し”の正体 

 

『知ってはいけない』 矢部宏治著 （392.1||ヤ）  

この国を動かす「本当のルール」とは？ 

 

『女子の給料＆職業図鑑』  

給料ＢＡＮＫ著 （366.4||キ）  

働く女子はかっこいい！ 

 

『山の怪談』 岡本綺堂他著 （388.1||オ）  

怪異だらけの山の世界、小説でひたる 20の怪談 

 

『身近に潜む危ない化学反応』  

（431.3||サ） 

「混ぜるな危険」は本当だった。家庭で

の事故を防ぐために必要な化学の知識 

 

『鉱物キャラクター図鑑』 松原聰監修 （459||コ）  

身近な石、きれいな石、おもしろい石…知識ゼロでも

楽しめる。 

 

『しくじり動物大集合』 新宅広二著 （480||シ）  

なんでそうした、そうなった！？ 

 

『ベタッと開脚してはいけない。』  

新保泰秀著 （498.35||シ）  

からだは柔らかくなくていい。 

 

『世界のへんな肉』 白石あづさ著 （596.3||シ）  

かわいいあいつも、食べるとおいしい。 

『笑顔こぼれるデコ和菓子』  

鳥居満智栄著 （596.6||ト）  

和菓子をつくることから始まる笑顔いっぱいのくら

し。しあわせのおすそ分け 

 

『キレイに見える食べ方図鑑』  

ホームライフ取材班編 （596.8||キ）  

仕事ができても、オシャレをしても人

の評価は食べ方しだい。 

 

『くらべる値段』  

おかべたかし文 ； 山出高士写真 （675.1||オ）  

安いと高いは何が違う？ 

 

『怖い絵のひみつ。』 中野京子著 （723||ナ）  

その闇を知ったとき、名画は違う顔を見せる。 

 

『パラリンピック大百科』  

日本障がい者スポーツ協会協力 ； 陶山哲夫監修 ；  

コンデックス情報研究所編著 （780.69||コ）  

2020年東京パラリンピックに向けて。 

 

『日本語は敬語があって主語がない』  

金谷武洋著 （815.8||カ）  

相手に溶け込む日本語、上空から見下ろす英語 

 

『ラノベ古事記』 小野寺優著 （913.2||オ）  

日本の神話が面白すぎてラノベ風に脳内変換 

 

『枕草子のたくらみ』  

山本淳子著 （914.3||ヤ）  

なぜ藤原道長を恐れさせ、紫式部を苛

立たせたのか。清少納言の戦略 

 

 

☆ マンガ（３階） ☆ 

 

『コウノドリ⑲』 鈴ノ木ユウ著 

『猫ピッチャー 外伝』 そにけんじ著 

 

 

 

来館時には貸出カードと寒さ対策を 

忘れずに！(図書館は底冷えします) 


