
 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！！ 
 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ ＣＤ（２階） ☆ 

 

☆ 『BOOTLEG』 米津玄師 

☆ 『MUSIC COLLOSEUM』 Kis-My-Ft２ 

 

☆ 文庫（３階） ☆ 

☆ 『魔法科高校の劣等生 21～22』 佐島勤著 

☆ 『探偵・朱雀十五の事件簿①～⑤』 藤木凛著 

山田悠介著 

☆ 『復讐したい』  ☆ 『ライヴ』 

☆ 『その時までサヨナラ』   

 

『櫻子さんの足下には死体が埋まっている  

わたしのおうちはどこですか』 太田紫織著 

『キノの旅⑲～21』 時雨沢恵一著 

『ようこそ実力至上主義の教室へ⑦』 衣笠彰梧著 

 

大倉崇裕著 

 『小鳥を愛した容疑者』    

『蜂に魅かれた容疑者』 

 『ペンギンを愛した容疑者』   

 

『伝説のクイズ王も驚いた 

予想を超えてくる雑学の本』 西沢泰生著（049||ニ） 

『快眠のための朝の習慣・夜の習慣』  

内海裕子著（498.36||ウ） 

 

 

☆ 小説類（３階） ☆。 

 

『片づけたい』 赤瀬川原平[ほか]著 （914.6||アカ）  

今日こそは、スッキリさせたい。しかし・・・。 

 

『福袋』 朝井まかて著 （913.6||アサ）  

商人も職人も、その日暮らしの貧

乏人も、江戸の町は賑やかで笑い

と涙にあふれてる。 

 

 

 

『まっしょうめん！』  

あさだりん作 （913.6アサ）  

海外赴任中の父のたのみで剣道教室

に行きはじめた成美。そこには、数々

の試練がまちかまえていた。 

 

『西一番街ブラックバイト（池袋ウエストゲートパーク⑦）』  

『裏切りのホワイトカード（池袋ウエストゲートパーク⑧）』  

石田衣良著 （913.6||イシ）  

 

『アポリア』 いとうみく著 （913.6||イト）  

20XX年、首都を襲う大地震発生。中学 2年・一弥の

日常は一変した。 

 

『院長選挙』 久坂部羊著 （913.6||クサ）  

舞台はエリート大学病院。医師たちの序

列と差別意識、傲慢と卑屈だけが炸裂。

現役医師だからこそ描ける抱腹絶倒、本

音の医療小説 

 

『さよなら、田中さん』 鈴木るりか著 （913.6||スズ） 

田中花実は小学 6年生。ビンボーな母子家庭だけれど、

底抜けに明るくたくましいお母さんと、毎日大笑い、

大食らいで生きている。 

 

『銀魂：映画ノベライズ』  

空知英秋原作 （913.6||ソラ）  

まさかの実写化を最速小説化 

 

『教場０』 長岡弘樹著 （913.6||ナガ）  

極悪人も新米刑事も震え上がる伝説のカミソリ捜査

官、臨場 

 

『マスカレード・ナイト』 東野圭吾著 （913.6||ヒガ）  

敵も化けている。決して騙されるな。 

 

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．３３５（２０１８．１．１５．発行） 

今年も調べ物や勉強に、楽しみに 

大いに図書館をお役立てください。 

返しましたか？ 

冬休みに借りていた本や CDなどの 

返却期限は 1/12（金）でした。 

まだの人は早く返して下さい。 

臨時閉館のお知らせ 

2/5（月）～2/7（水）の 3日間 

蔵書点検のため閉館します。 

返却は玄関前の返却ボックスをご利用くだ

さい。ご不便をおかけしますが、ご了承くだ

さい。 

アンケートのご協力、 

ありがとうございました。 



『アナログ』 ビートたけし著 （913.6||ビト）  

すべてがデジタル化する世界で悟とみゆきが交わし

た、たったひとつの不器用な約束。誰かを大切にする

とは何かを問いかける。 

 

『ふたご』 藤崎彩織著 （913.6||フジ）  

大切な人を大切にすることが、こんなに苦しいなんて。 

 

『蒼のファンファーレ』 

 古内一絵著 （913.6||フル）  

 

『太陽』 前川知大著 （913.6||マエ）  

 

『きっと嫌われてしまうのに』  

松久淳，田中渉著 （913.6||マツ）  

彼女をいつまでも守りたい、ひたむきな

恋が始まった…はずだった。 

 

☆ 『つぼみ』 宮下奈都著 （913.6||ミヤ）  

『スコーレＮｏ．４』の女たちはひたむきに花と向き

合う。凛として、たおやかに、６つのこれからの物語。 

 

『百貨の魔法』 村山早紀著 （913.6||ムラ）  

やぶれた夢も、二度と会えない人も。またここで出会

えます。 

 

『僕はロボットごしの君に恋をする』  

山田悠介著 （913.6||ヤマ）  

想えば思うほど遠ざかる二人の距離、

あまりに切ない二人の恋の行方は。 

 

『無職転生⑯』 理不尽な孫の手著 （913.6||リフ）  

 

『7人の名探偵』 綾辻行人[ほか]著 （913.68||ア）  

7人のレジェンド作家たちの「名探偵」書き下ろし競

演 

☆ 小説類以外（３・４・５階） ☆ 

 

『グラフをつくる前に読む本』  

松本健太郎著 （002.7||マ）  

わかりにくいグラフは、グラフではあ

りません。主要なグラフの見せ方を歴

史から学び直す。 

 

『もっと！夢をかなえる！私のノート術』（002.7||モ）  

 

『人間はだまされる』 三浦準司著 （070.14||ミ）  

本当の情報を見つけるために自分のアンテナをみが

こう。 

 

『世界のしくみまるわかり図鑑』 

リチャード・プラット, 

ジェイムズ・ブラウン著 (033||ブ）  

 

『人前で「あがらない人」と「あがる人」の習慣』  

鳥谷朝代著 （141.6||ト）  

ガチガチな人も、ブルブルな人も、人前が怖くなくな

ります。 

 

『行き抜いて、息抜いて、生き抜いて。』  

しみずたいき著 （159||シ）  

悲しくてもいい。嫌われてもいい。怒

ってもいい。それは雲のように現れて

は消えるだけ。 

 

『恋愛迷子に贈るしあわせのコンパス』  

ＡＮＮＡ，はるな檸檬著 （159.6||ア）  

愚痴ってばかりの全国のタラレバ女はこれを読め。 

 

『元号：全 247総覧』 山本博文編著 （210.02||ヤ）  

「平成」の次は！？ 

 

『そもそも「論理的に考える」って 

何から始めればいいの？』  

深沢真太郎著 （336.2||フ）  

頭の使い方が変わる。 

『お父さんがキモい理由を説明するね』  

中山順司著 （367.3||ナ）  

父と娘がガチでトークしました 

 

『スカートはかなきゃダメですか？』  

名取寛人著 （367.9||ナ）  

性別で悩んでる人、集まれ～。 

 

＊ 『３男１女東大理Ⅲ合格百発百中』  

佐藤亮子著 （379.9||サ）  

絶対やるべき勉強法 

 

『東京と神戸に核ミサイルが落ちたとき所沢と大阪

はどうなる』 兵頭二十八著 （392.1||ヒ）  

日本には安全な街と狙われる街がある。 

 

＊ 『身近にあふれる「科学」が 

3 時間でわかる本』 

左巻健男編著 （404||サ）  

日常は、思った以上に科学まみれだ。 

 

『日本の地下で何が起きているのか』 

鎌田浩毅著 （453||カ）  

市民の目線で本当に必要な知識に絞ってわかりやす

く説く。 

 

『コウノドリ 命がうまれる現場から』  

鴻鳥サクラナビゲーター：鈴ノ木ユウ原作・

イラスト：日本産科婦人科学会監修  

（495.5||ス）  

『コウノドリ』の舞台裏がよくわかる 

 

『すっきりわかる！くらしの中の化学物質大事典』  

森田昌敏監修 （498.4||ス）  

毎日使っている身近なものにふくまれる化学物質の

ことがわかる。 

 

『世界一やさしい！おくすり図鑑』  

池上文雄監修 （499.1||セ）  

体のあちらこちらで戦ってます。 

 

『農学が世界を救う！』  

生源寺眞一，太田寛行，安田弘法編著 （610.1||シ）  

食料・生命・環境をめぐる科学の挑戦 

 

『ミルク日記』 チーム・ミルクジャパン著 （648.1||チ）  

毎日を元気に過ごすためのミルクの本 

 

＊ 『＃シェアしたがる心理』 天野彬著 （675||ア）  

シェアがトレンドを生み出す SNS時代のいまとこれ

からを新進気鋭の若手メディアリサーチャーが分析 

 

『革命のファンファーレ』  

西野亮廣著 （779.14||ニ）  

クラウドファンディングで 1億円を調

達し、絵本『えんとつ町のプペル』を

32万部売った男の頭の中 

 

『いちまいの絵』 原田マハ著 （720.4||ハ）  

生きているうちに見るべき名画 

 

＊ 『友情 ： 平尾誠二と山中伸弥「最後の一年」』  

山中伸弥，平尾誠二・惠子著 

（783.48||ヒ）  

告げられた余命はわずか 3か月。生還

か、永遠の別れか。大人の男たちが挑

んだ極限の闘い 

 

『弁護士だけが知っている図解反論する技術反論さ

れない技術』 木山泰嗣著 （809.6||キ）  

もうあわてない、言い負かされない。 

 

『大人の語彙力が使える順できちんと身につく本』  

吉田裕子著 （814||ヨ）  

使いこなしたい 200の言葉を実例つきで解説 

 

『英語で旅するＨＡＷＡＩＩ』 船津洋著 （837.8||フ）  

これ 1冊で会話も観光もＯＫ 

 

『こころ彩る徒然草』  

木村耕一著 （914.45||キ）  

兼好さんと、お茶をいっぷく。 


