
 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで紹介できるのは、入ってきた中の 

ほんの一部です。ほかに入ってきた本も 

見に来てくださいね! 

 

新着図書は 1 週間展示し、月曜日に入れ替えて

います。展示中の本は予約してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 マンガ（３階） ☆ 

 

＊『ドラゴン桜２ ①②』 三田紀房著 

＊『猫ピッチャー⑧』 そにけんじ著 

『マリコ、うまくいくよ』 益田ミリ著 

 

 

☆ 文庫（３階） ☆ 

 

☆ 『今夜、ロマンス劇場で』  

宇山佳佑著 

☆ 『魔法科高校の劣等生  

25・26巻』  佐島勤著 

＊ “刑事・鳴沢了”シリーズ 堂場瞬一著 

『後悔病棟』 垣谷美雨著 

『純平、考え直せ』 奥田英朗著 

『ぼくの嘘』 藤野恵美著 

『食べる女 決定版』 筒井ともみ著 

『寺嫁さんのおもてなし③』 華藤えれな著 

『パーフェクトワールド』 有沢ゆう希著 ； 有賀リエ原作  

『火焔の凶器（天久鷹央の事件カルテ）』  

知念実希人著  

『生かされて。』 イマキュレー・イリバギザ， 

スティーヴ・アーウィン著 （316.845||イ） 

『レンタルチャイルド』 石井光太著（367.6||イ） 

『天才はあきらめた』 

 山里亮太著（779.14||ヤ） 

『泣き虫しょったんの奇跡 完全版』  

瀬川晶司著 (796||セ） 

『やまとことばの美しい語源』 武光誠著 （812||タ） 

『なぜか 9割の人が間違えている日本語 1000』  

話題の達人倶楽部編 （814||ナ） 

 

 

読書の秋、到来！！ 

図書館でいろんな本に 

出会ってほしいなぁ・・・ 

 

☆ 小説類（３階） ☆ 

 

『青少年のための小説入門』  

久保寺健彦著 （913.6||クボ）  

作家になりたいヤンキーといじめられっ子中学生が、

小説界に殴り込み。 

 

『シロガラス①～④』 佐藤多佳子著 （913.6||サト）  

お神楽に選ばれた 6人の子どもたち。

ぶつかりあい、まよいながら生まれる

新しい関係。やがて 6人はとんでもな

い事件に巻き込まれていく。 

 

『夏空白花』 須賀しのぶ著 （913.6||スガ）  

敗戦で全てを失った日本人が、GHQに挑んだもう一つ

の“戦争”。それは、肉の埃と未来を背負った「高校

野球の再建」を賭けた戦いだった。 

 

『100年の木の下で』 杉本りえ著 （913.6||スギ） 

読書感想画指定図書 

 

『あのとき僕が泣いたのは、 

悲しかったからじゃない』 

瀧森古都著 （913.6||タキ）  

大切な人に今すぐ会いたくなる 7つ

の感動物語 

 

『出会い系サイトで７０人と実際に会ってその人に 

合いそうな本をすすめまくった１年間のこと』  

花田菜々子著 （916||ハナ）  

タイトルからは予測できない、まさかの感動の声、

続々 

 

『奇譚ルーム』 はやみねかおる著 （913.6||ハヤ）  

奇譚を語りあうはずの SNSは、突然、殺人者に支配さ

れた。 

購入希望の締切、近づく！ 

今年度の購入希望は 11月 16日（金）で締切になります。 

 先着順になります。 

 希望が多ければ優先順位をつけていただきます。 

 一般流通していないもの（○○限定や同人誌など）や 

シングル CD・DVD、雑誌などは購入希望できません。 

 

締切日を過ぎると、来年４月以降の受付となります。 

新着案内 らい★ぶらり 
～ 本のほんのいちぶ  ～ 

 

大阪信愛学院図書館  Ｎｏ．３４４（２０１８．１０．２５．発行） 

お早目に！ 



『論理ガール』 深沢真太郎著 （913.6||フカ）  

数学的対話を通して人生の真理に迫る青春小説 

 

『波の上のキネマ』 増山実著 （913.6||マス） 

小さな映画館を創業した祖父は若い頃、脱出不可能と

言われた＜緑の牢獄＞にいた。 

 

『ブロードキャスト』 湊かなえ著 （913.6||ミナ）  

陸上の夢が潰えた僕は、まさかの放送部へ。そこに居

場所はあるか。 

 

『地球星人』  

村田沙耶香著 （913.6||ムラ）  

少女は世界＝人間工場と対峙する。 

 

『キツネのパックス ： 愛をさがして』  

サラ・ペニーパッカー作 （933||ペ）  

ピーターは死にかけていた子ギツネを助ける。それ以

来、ずっといっしょに生きてきた。でも、別れなけれ

ばならなくなり・・・。読書感想画指定図書 

 

『ヒトラーと暮した少年』 ジョン・ボイン著 （933||ボ）  

7歳の少年ピエロが憧れたのは、ヒトラー総統その人

だった。 

 

『アウシュヴィッツの歯科医』  

ベンジャミン・ジェイコブス著 （936||ジ）  

命を救ってくれたのは、別れ際に母が

わたしに持たせた歯科治療用の小さな

道具箱だった。 

 

『4歳の僕はこうしてアウシュヴィッツから生還した』  

マイケル・ボーンスタイン， 

デビー・ボーンスタイン・ホリンスタート著 （936||ボ） 

僕、うんと上手に隠れていたよ。 

 

☆ 小説類以外（３・４・５階） ☆ 

 

『撮ってはいけない』 飯野たから著 ；  

紺野礼央監修 （021.2||イ）  

知らないとあなたも犯罪者に！？スマ

ホ時代のルールとマナー 

 

☆ 『かみさまは小学 5年生』  

すみれ著 （147||ス）  

すみれ１０歳。空の上の記憶を持っ

たまま育った女の子。 

 

『七〇歳年下の君たちへ』 五木寛之著 （159.7||イ）  

人生のピンチからの脱出術 

 

『1冊でわかるキリスト教史』  

土井健司[ほか]執筆 （192||イ） 

  

『都会に咲く小さな草花さえも』  

市川五月写真・文 （194||イ）  

ちっぽけな草花が教えてくれた。あ

りのままで愛されていることを。 

 

『“ふがいない自分”と生きる』 渡辺和子著 （194||ワ） 

思い通りにいかない時、疲れてしまった時…、ふっと

心を軽くしてくれるシスターの言葉集。『あなただけ

の人生をどう生きるか』 も入りました。 

 

『ハマる縄文！？』  

山岡信貴編著 （210.2||ヤ）  

ジワジワ来ています。 

 

『図解でわかる 14歳からの天皇と皇室入門』  

大角修，インフォビジュアル研究所著 ；  

山折哲雄監修 （288.4||オ）  

いま改めて注目を浴びる天皇制 

 

 

『極北へ』 石川直樹著 （297.8||イ）  

地球の極北に魅せられた長い旅の軌跡。読書感想画指

定図書 

 

『世界でバカにされる日本人』  

谷本真由美著 （302.1||タ）  

テレビ・雑誌にあふれる“日本スゴイ”は大間違い。 

 

『刑務所しか居場所がない人たち』  

山本譲司著 （326.52||ヤ）  

塀の中は、社会の中で行き場を失くした

人たちの最後の避難所。ヘンテコで悲し

いこの国の現実 

 

『ようこそ、難民！』 今泉みね子著 （334.4||イ）  

100万人の難民がやってきたドイツで起こったこと 

 

『コンビニ外国人』 芹澤健介著 （334.4||セ）  

実は世界第 5位の外国人労働者流入大国の日本。その

カラクリと彼らの本音 

 

『キュロテ ： 世界の偉大な 15人の女性たち』 

ペネロープ・バジュー著 （367.2||バ） 

女性への偏見を打ち破る大胆不敵な

女たち。自身が生きる道と、時代を

切り拓いた女性たちの物語 

 

『世界女の子白書』（367.2||セ）  

学校では教えてくれない、世界の女の子の真実に目を

向けてみましょう。 

 

『毒親サバイバル』  

菊池真理子著 （367.3||キ）  

親から受けた傷はみんな違う。親に押

しつぶされなかった 11人の赤裸々な

体験談 

 

『自衛隊防災 BOOK』（369.3||ジ）  

『算数少女ミカ割合なんて、こわくない！』  

石原清貴著 （411.1||イ）  

世の中には割合があふれている。苦手

な人が多いけれど、コツさえわかれば、

どんな割合問題だって解ける。 

 

『写真に残された絶滅動物たち最後の記録』  

エロル・フラー著 （482||フ）  

絶滅動物に関する世界的権威の著者が、この世に残さ

れた貴重な写真記録を元に、28種の絶滅動物を紹介 

 

『皮膚の病気』 清佳浩著 （494.8||ヒ）  

湿疹、皮膚炎、じんま疹・・・家庭でできる対処法と、

病院に行くべき目安 

 

『パクチーとアジア飯』  

阿古真理著 （596.22||ア）  

いま日本には第二のアジア飯ブームが

到来している。 

 

『ユニクロ潜入一年』 横田増生著 （673.7||ヨ）  

ワンマン経営に疲弊する現場 

 

『12色からはじめる水彩画混色の基本』 

野村重存著 （724.4||ノ）  

ちょっとしたコツで画力がグンと UP。洗練された水

彩画に。 

 

『クラシックでわかる世界史』 西原稔著 （762.3||ニ）  

歴史が動くとき、名曲が生まれる。 

 

『なくなりそうな世界のことば』  

吉岡乾著（802||ヨ）  

世界にたった一つの、少数言語の 

単語帳 

 

 

 防災関連ほかにも入りました。 


