
 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！！ 
 

☆ 文庫（３階） ☆ 

 

☆『２２年目の告白』 浜口倫太郎著 

☆『検察側の罪人 上・下』  

雫井脩介著 

☆『アンドロイドは電気羊の 

夢を見るか？』フィリップ・K・ディック著 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『SLATED①②』 テリ・テリー著 

『神様からひと言』 荻原浩著 

『座敷童子の代理人⑤』 仁科裕貴著 

『真夜中のパン屋さん 午前 5時の朝告鳥』  

大沼紀子著 

『短編少女』 『短編少年』  

集英社文庫編集部編 

『妖怪アパートの幽雅な日常  

ラスベガス外伝』 香月日輪著 

 

☆ ＣＤ（２階） ☆ 

 

☆ 『8UPPERS』 関ジャニ∞  

☆ 『Tree』 SEKAI NO OWARI 

☆ 『絶体絶命』 RADWIMPS 

☆ 『YEARS』 CHEESE CAKE 

☆ 『HomeBase ～ありがとう～』 HIPPY 

☆ 『Noah's Ark』 ぼくのりりっくのぼうよみ 

☆ 『クリープハイプ名作選』 クリープハイプ  

 

 

☆ 小説類（３階） ☆ 

 

『自閉症を生きた少女①②』  
天咲心良著 （913.6||アマ）  

発達障害の当事者が自らの壮絶な体験を克

明に描いた衝撃作 

 

『終わりなき夜に生まれつく』 

恩田陸著 （913.6||オン）  

のちに何件もの大規模テロ事件を起こし、犯罪者たち

の王として君臨する男、神山。市民に紛れて生きてい

た彼を追う雑誌記者が見たものとは。 

 

『未来への扉（泣いちゃいそうだよ高校生編）』 
小林深雪著 (913.6||コバ）  

小川凛の高校生編、完結 

 

『男尊女子』 酒井順子著 （914.6||サカ）  

女性の中の男女差別意識をあぶり出す。 

 

☆『勇気は一瞬、後悔は一生』 
0号室 (916||ゼロ)  

好きな人をずっと好きでいるために、

ずっと好きでいてもらうために大切

なことが詰まっています。 

 
『人生の選択』 曽野綾子著 （914.6||ソノ）  

人間は利口なこともするが、同じくらいバカなことも

する。 

 

 
『人類最強のときめき』 西尾維新著（913.6||ニシ） 

  

 

『探偵さえいなければ』  
東川篤哉著（913.6||ヒガ）  

ちょっと間が抜けて見える犯罪を、探偵が

鮮やかに解決します。 

 

『自閉症のうた』 東田尚樹著 （913.6||ヒガ）  

僕は、命というものは大切だからこそ、つなぐもので

はなく、完結するものだと考えている。 

 

『いのちの車窓から』  

星野源著 （914.6||ホシ）  

星野源の魅力、そのすべてがわかる、誠

意あふれるエッセイ集 

 

＊『パーマネント神喜劇』  
万城目学著 （913.6||マキ）  

デートの途中、突然時が止まった。動か

ない街に現れたのは、「神」と名乗るア

ヤしげな男たち。肩を叩かれ戻った世界

は、あれ、何かが違う・・・。 

 

『出会いなおし』 森絵都著 （913.6||モリ）  

出会い、別れ、再会、また別れ。人は会うたびに知ら

ない顔を見せ、立体的になる。 

 

『恋するエクソシスト⑤』 梨沙著 （913.6||リサ）  

 

 
『5分後に涙のラスト』  

エブリスタ編 （913.68||ゴ） 

感動するのに、時間はいらない。 

 

『決戦！新選組』  

葉室麟[ほか]著 （913.68||ハ） 

剣に生き、剣に死す。士道に殉じた壬生浪たちを描く。 

 

 

 

 

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．３３１（２０１７．８．３０．発行） 

返却期限を守ってください！ 

中高生のみなさんが夏休みに借りていた本やＣＤの返却期限は

8/31です。まだ返却していない人は早く返してください！ 

（課題の場合、減点評価になるかも！？） 

卒業生・保護者・教職員のみなさんも、 

返却期限を確認してください！ 

 

男
子
ト
イ
レ
設
置 

夏
休
み
中
に
工
事
が
あ
り
、
新
た
に 

図
書
館
２
階
・３
階
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。 



☆ 小説類以外（３・４・５階） ☆ 

 

『坂本真樹先生が教える人工知能が 
ほぼほぼわかる本』 坂本真樹著 （007.1||サ）  

人工知能って何だろう…？そのモヤモヤ

を「感情を持つ人工知能」研究の第一人者

が、女性ならではの視点でやさしくたのし

く解説！ 

 

『＜インターネット＞の次に来るもの』  
ケヴィン・ケリー著 （007.3||ケ）  

テクノロジーの不可避な変化が向かう未来とは。 

 

『ネットで破滅しないためのサバイバルガイド』 
一田一樹著 （007.6||イ）  

 

☆ 『あの世に聞いた、この世の
仕組み』 『もっと あの世に聞い
た、この世の仕組み』 

雲黒斎著 （147.3||ウ）  

フツーのサラリーマンがあの世と交

信して知った自分とは、幸せとは、人生とは。 

 

『考え方』 稲盛和夫著 （159||イ）  

人生の目的に迷うとき、生き方に悩むとき、心が晴れ

ないとき、支えになってくれる 1冊。 

 

☆ 『「自分がイヤだ！」と思ったら読む本』  
心屋仁之助著 （159||コ）  

不安や迷いを抱え、自信を失っているあなたへ。 

 

 

＊ 『ブッダも笑う仏教のはなし』  
笑い飯哲夫著 （180.4||ワ）  

仏教をこよなく愛する芸人がおくる、笑って学べる仏

の教えとは。 

 

『聖書を読んだ 30人』  

鈴木範久著 （192.1||ス）  

夏目漱石から山本五十六まで、近代日

本人は聖書のメッセージをどう受け

取ったのか。 

 

『世界史としての日本史』  
半藤一利，出口治明著 （210.04||ハ）  

日本は特別な国という思い込みを捨てろ。 

 

『ぼくが遺骨を掘る人「ガマフヤー」になったわ
け。』 具志堅隆松著 （219.9||グ）  

30年間、沖縄戦の遺骨と戦争遺物を収集・記録して

きた著者が語る沖縄戦の真実。遺骨は沖縄戦の証言者。 

 

『小林カツ代伝』  
中原一歩著 （289.1||コ）  

私が死んでもレシピは残る。 

信愛卒業生で本学院短大の客員教授

もされていました。 

 

『ぼくのお母さんを殺した大統領をつかまえ
て。』 アムネスティ・インターナショナル日本国際人権法 

チーム編 （329.6||ボ）  

世の中はいろいろ進歩しているのに、殺戮を止める方

法だけ、私たちはまだ持っていない。 

 

『少子化と妊娠・出産・子育て』  
由井秀樹編著 （334.3||ユ）  

テーマで開く学びの扉、各トピックの歴史的背景と現

状を、最新の知見を基にわかりやすく解説します。 

 

『なぜ僕は、4人以上の場になる
と途端に会話が苦手になるのか』  

岩本武範著 (361.4||イ）  

人が増えるほどイヤになる原因と対策を

徹底究明 

 

『紛争、貧困、環境破壊をなくすために 
世界の子どもたちが語る 20のヒント』  

小野寺愛，高橋真樹編著 ； ピースボート編 （367.6||オ）  

大変な状況にあっても希望を持って生きる 20の物語

がつまっています。 

 

『ＬＧＢＴＱを知っていますか？』  
日高庸晴監修 ： 星野慎二[ほか]著 （367.9||ホ）  

 

 

 

『災害ボランティア入門』  
ピースボート災害ボランティアセンター編（369.3||サ）  

災害が起きた時、あなたの力を人に活かすために。 

 

『あやつられる難民』 米川正子著 （369.38||ヨ）  

政府、国連、ＮＧＯの狭間で翻弄される難民の現状を、

アフリカでの難民保護と支援の経験、聞き取り調査と

研究をもとに報告する。 

 

『「赤ちゃんポスト」は、それでも必要です。』  
田尻由貴子著 （369.41||タ）  

ＳＯＳ電話相談にとどく声は、この日本の現実だ。 

 

『美大生図鑑』  

ヨシムラヒロム絵・文 （377.9||ヨ）  

美大生が抱える切なさや思いをリア

ルに大公開 

 

『元素生活 完全版』 寄藤文平著 （431.11||ヨ）  

メンデレーエフの周期表発見からほぼ 150年。118の

元素がやっとこ完全コンプリート。 

 

『宇宙探査の歴史＆宇宙の起源にせまる 
21のアクティビティ』  

MARY KAY CARSON著（440.2||カ）  

宇宙探査の歴史をひもとき、ブラックホール、ダーク

マター、太陽系外惑星の発見など、最近の研究までを

たどります。 

 

『ありがとう実験動物たち』 笠井憲雪監修 ：  

太田京子著 （490.76||オ）  

ぜひ知ってほしい。わたしたちの毎日

の生活に「実験動物」が深くかかわっ

ていることを。 

 

 

『990円のジーンズがつくられ
るのはなぜ？』  

長田華子著 （589.2||ナ）  

世界の喜べない現実、ファストファッ

ションの工場で起こっていること 

 

 

『ときめく文房具図鑑』  
山﨑真由子文 ； 今野光写真（589.7||ヤ） 

ペンと紙 etcを巡る 6つの STORY 

 

 

『100グラムのいのち』 太田京子著 （645.6||オ）  

ペットを殺処分から救う奇跡の手 

 

『スマートフォンその使い方では年 5万円損し
てます』 武井一巳著 （694.6||タ） 

話題の格安 SIM。ストレスを感じない使い方超入門 

 

『ＭＩＮＩＡＴＵＲＥ ＬＩＦＥ①②』  （748||ミ）  
MINIATURE CALENDAR発行・写真・編集・デザイン 

ジオラマ用の人形と日用品をモチーフに撮影した小

さな世界の日常 

 

☆ 『I Love Youの訳し方』  
望月竜馬著 (904||モ)  

ときに情熱的に、ときに感傷的に、と

きに個性的に、ときに狂気的に、とき

に浪漫的に。100人の作家による 100

通りの愛の表現をご紹介します。 

 

『読まずに死ねない世界の名詩 50編』  
小沢章友編訳 （908.1||ヨ）  

動乱の時代を生き、歓喜も絶望も味わった偉人たちそ

れぞれの思索の結晶 

 

『13歳からの夏目漱石』  
小森陽一著 （910.268||ナ）  

戦争の時代からの問い、恋愛問題の当

時と今・・・漱石の世界を再発見 

 
 

☆ マンガ（３階） ☆ 

 

『猫ピッチャー⑥』 そにしけんじ著 

『orange⑥』 高野苺著 

『理系の人々⑥』 よしたに著 

☆『コウノドリ⑱』  

鈴ノ木ユウ著 


