
 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで紹介するのはほんの一部！ 

ぜひ図書館に来てね！！ 

 
 

☆ ＣＤ（２階） ☆ 

 

☆ 『SPLASH☆WORLD』 miwa 

☆ 『僕じゃダメですか』 HoneyWorks 

☆ 『何度でも、好き。』 HoneyWorks 

☆ 『35xxxxv』 ONE OK ROCK 

☆ 『ALL SINGLeeeeS ～＆ New Beginning～』  

GReeeeN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 文庫（３階） ☆ 

 

☆『バチカン奇跡調査官①～⑮』  

藤木稟著 

『少女』 湊かなえ著 

『雪煙チェイス』 東野圭吾著 

『あきない世傳金と銀③ 奔流編』 髙田郁著 

『X'mas Stories』 朝井りょう[ほか]著 

『京都寺町三条のホームズ ⑥ 6.5 ⑦』  

望月麻衣著 

『下剋上受験』 桜井信一著 (376.8||サ） 

 

☆ 小説類（３階） ☆ 

 

☆『ままならないから私とあなた』  
朝井リョウ著 （913.6||アサ）  

読者の価値観を心地よく揺さぶる二篇 

 

☆『幼女戦記①～⑦』 カロル・ゼン著（913.6||カル）  

戦争の最前線にいるは幼い少女。金髪、

碧眼そして白く透き通った肌の幼女が、

空を飛び、容赦なく敵を撃ち落とす。幼

女らしい舌足らずさで軍を指揮する。だ

が、その中身は、神の暴走により幼女へ

と生まれ変わることとなったエリートサラリーマン。 

 

『この嘘がばれないうちに』  
川口俊和著 （913.6||カワ）  

愛する人を想う気持ちが生み出した、不器用でやさし

い４つの「嘘」 

 

☆『NARUTO カカシ秘伝』  
岸本斉史, 東山彰良著 （913.6||キシ）  

原作のその後を描いた「NARUTO -ナル

ト- 秘伝」シリーズ第一弾 

『NARUTO サスケ真伝』も入ってきました。 

 

『罪の声』 塩田武士著 （913.6||シオ）  

未解決事件の闇には、犯人も、その家族も存在する。 

 

『うつヌケ』 田中圭一著 （916||タナ）  

うつトンネルを抜けた人たち 

 

 

『東京會舘とわたし 上・下』  
辻村深月著 （913.6||ツジ）  

大正 11年に丸の内に誕生した国際社交場で繰り広げ

られる感動の人間ドラマ 

 

『ペンギンのバタフライ』 
 中山智幸著（913.6||ナカ）  

あたたかい涙が思わずこぼれる、少し

不思議な 5つの物語 

 

 

『きみのためにはだれも泣かない』  
梨屋アリエ著 （913.6||ナシ）  

あたしたちはどうしてだれかを好きになるんだろう。 

 

『本を守ろうとする猫の話』  
夏川草介著 （913.6||ナツ）  

夏木書店を営む祖父と二人暮らしをし

てきた林太郎。祖父が突然亡くなり、

面識のなかった伯母に引き取られるこ

とになった。本の整理をしていた林太

郎は、書棚の奥で人間の言葉を話すト

ラネコと出会う。トラネコは、本を守るため林太郎の

力を借りたいのだという。 

 

『結物語』 西尾維新著 （913.6||ニシ） 

永遠にこの恋心はほどけない。 

 

『さよならクリームソーダ』 額賀澪著（913.6||ヌカ）  

美大生たちの日々に満ちる輝きと不安が胸に刺さる。 

 

『フラダン』 古内一絵著 （913.6||フル）  

女子率 100パーセントのフラダンス愛

好会に集められた４人の男子高校生。そ

の目的は男女混合によるフラガールズ

甲子園出場だった！ 震災から５年後

の福島を舞台に描くとびきりの笑顔と

涙の青春ストーリー。＜読書感想文課題図書・高校＞ 

 

『山猫珈琲 下巻』 湊かなえ著 （914.6||ミナ）  

 

『静かな雨』 宮下奈都著 （913.6||ミヤ）  

新しい記憶を留めておけないこよみと、彼女の存在が

すべてだった行助。忘れてもふたりの世界は失われな

い。 

 

『桜風堂ものがたり』  

村山早紀著 （913.6||ムラ）  

万引き事件がきっかけで、長年勤め

た書店をやめることになった青年。

しかしある町で訪れた書店で、彼に

思いがけない出会いが…。 

 

 

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．３２８（２０１７．５．２９．発行） 

中間試験も終わり、ホッとしていることでしょう。どうぞ息抜きに図書館へ。 

本を読むのは１冊まるまる読まないとダメだと思っていませんか。まずは手に取ってみて、 

字体の大きさや文章の読みやすさなどチェックしてみてください。それで、読めそうだと 

思えば借りればいいし、借りてもつまらないと思う本は無理して読む必要はありません！ 

 

話題になっている本も入っています。購入希望も随時受け付けしています。 

みなさんの「この本、読みたい！」お聞かせください。 



『たまちゃんのおつかい便』  
森沢明夫著 （913.6||モリ）  

移動販売で「買い物弱者」に元気を届けたい。 

 

『先生の夢十夜』  

芳川泰久著 （913.6||ヨシ）  

夫を捨て、代助に走った『それから』の

ヒロイン三千代のそれからは？ 

 

『無職転生⑬』 理不尽な孫の手著 （913.6||リフ）  

 

『ホイッパーウィル川の伝説』  

キャシー・アッペルト，アリスン・マギー著（933||ア）  

特別な絆で結ばれた二人の姉妹と子

ギツネの魂が響きあう。神秘の森で

くりひろげられる幻想的な物語 

＜読書感想文課題図書・中学＞ 

 

『ミスター・メルセデス 上・下』  
スティーヴン・キング著 （933||キ）  

暴走車で多数の人命を奪って逃亡した殺人者。そいつ

からの手紙が退職刑事の猟犬魂を甦らせる。 

 

 

☆ 小説類以外（３・４・５階） ☆ 

 

『トコトンやさしい人工知能の本』  
辻井潤一監修 ； 産業技術総合研究所 

人工知能研究センター編（007.1||ト）  

改めて人工知能技術の全体像を見てみましょう。 

 

『スマホ断食』 藤原智美著（007.3||フ）  

ネット漬けの日常から逃走し、「自分」を

取り戻す。 

 

 

『図説聖書物語 旧約篇』 山形孝夫著（193.1||ヤ）  

天地創造から古代イスラエル王国興亡の歴史ドラマ

の謎を解く。 

『図説聖書物語 新約篇』 山形孝夫著（193.5||ヤ）  

名もない人びとの哀しみに、希望の灯をともしたイエ

スの紙の国運動の不思議 

 

『大学入試問題で読み解く「超」世界史・日本史』  

片山杜秀著 （209||カ）  

受験生だけじゃもったいない！ 

 

『知らなかった、ぼくらの戦争』  
アーサー・ビナード編著（210.75||ビ）  

いつまで知らないでいるつもり？ 

 

 

『円周率の謎を追う : 江戸の天才数学者・ 

関孝和の挑戦』 鳴海風著 （289.1||セ）  

江戸時代、数学が流行っていた。 

＜読書感想文課題図書・中学＞ 

 

『ホセ・ヒムカ日本人に伝えたい 
本当のメッセージ』 萩一晶著 （289.3||ハ）  

世界で一番貧しい？まったく誤解だね。 

 

『16歳の語り部』 雁部那由多，津田穂乃果， 

相澤朱音語り部 ； 佐藤敏郎案内役 （369.31||ガ）  

あの日、小学 5年生だった子どもたちが見据える 3.11

後の未来 

 

『日の鳥①②』 こうの史代著 (369.31||コ）  

ぼおるぺんで描く震災後の東日本の姿 

 

『いじめのある世界に 
生きる君たちへ』 
中井久夫著 （371.4||ナ）  

いじめが、いかに巧妙に人間を追い詰め、

心を破壊していくのか。 

 

『受験学力』 和田秀樹著 （376.8||ワ） 

受験勉強で「生きる力」を身につける。 

 

『先生は教えてくれない大学のトリセツ』  
田中研之輔著 （377.15||タ）  

より良い未来を自らの学びで手に入れる。 

 

『祭りの日本史』 河合敦著 （386.1||カ）  

祭礼に秘められた歴史と由来の謎 

 

 

『ねえ君、不思議だと思いませんか？』  

池内了著 （404||イ）  

いま日本に何が起こっているのか？科学的思考のす

すめ 

 

＊『信じちゃいけない身のまわりのカガク』  
渋谷研究所 X, 菊池誠著 (404||シ）  

水素水やプラズマクラスター、マイナ

スイオンといったニセ科学をはじめ、

有機農法、放射能、禁煙など、健康に

影響を与えるキーワードを徹底検証。 

 

『進化くん』 マラ・グランバム著 （480||グ） 

何でこうなるの。 

 

『左利きあるある右利きないない』  
左来人著 （491.37||ヒ） 

左利き視点で見る世の中はこんなにも新

鮮だった。 

 

『犬が来る病院』 大塚敦子著 （493.9||オ）  

聖路加国際病院小児病棟で難病と闘う 4人の子ども

たちを通して描く感動の記録 

＜読書感想文課題図書・高校＞ 

 

『ソーラー女子は電気代０円で生活してます！』  

フジイチカコ著 (543||フ）  

電力会社と契約解除、ソーラーパネル

とサイクル発電機で、電気代いらずの

暮らしに突入。さあ、どう暮らす？ 

 

『月はぼくらの宇宙港』 佐伯和人著 （538.9||サ）  

人類が太陽系へ進出する宇宙港として、注目が高まる

月。最新の月科学、人類と月の新しい関わり方を紹介。

読書感想文課題図書・中学 

 

『フライパンでできる米粉のパンとおやつ』  

多森サクミ著 （596.6||タ） 

おうちでも楽しめるグルテンフリーのレシピ集 

 

『白崎茶会のあたらしいおやつ』  

白崎裕子著 （596.6||シ） 

小麦粉、卵、バターを使わないおやつ 

『もう困らない！どんなときも！ 

「英語で案内」ができる本』 

リサ・ヴォート著 （673.1||ヴ）  

乗り換え、道案内・・・英語でアタフタ

しないために。 

 

『100％Hokusai！ 北斎原寸美術館』（721.8||カ）  

 

『人生と勉強に効く学べるマンガ 100冊』  
佐渡島庸平，里中満智子[ほか]著 （726.1||サ）  

日本で一番おもしろい「マンガの学校」を開講します。 

 

＊『字が汚い！』  

新保信長著 （728.9||シ）  

どうすれば字はうまくなるのか。手書き

文字をめぐる右往左往ルポ 

 

『アイドルになりたい！』 中森明夫著 （767.8||ナ）  

アイドルになるために必要なものって何だろう。 

 

『チアダン』 円山夢久著 （781.8||マ）  

女子高生がチアダンスで全米制覇しち

ゃったホントの話の真実 

 

『ちくま評論文の読み方』  
五味渕典嗣，塚原政和，吉田光編 （817.5||チ）  

評論文には「読み方」がある。 

 

＊『一生モノの英語力を身につけるたった 

ひとつの学習法』 澤井康佑著 （830.7||サ）  

「達人」たちもこの道を通ってきた。 

 

 

☆ 学習参考書（３階） ☆ 

 

『小論文これだけ！ 教育超基礎編』  

樋口裕一，大原理志著 

『ワークで覚える小論文頻出テーマ』  

『カゲロウデイズで中学歴史が面白い

ほどわかる本』 じん（自然の敵 P）原作 

 

数学・物理や英検の本も入りました。 


