
 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。 

 

☆ 文庫（３階） ☆ 

  

☆『三日間の幸福』 三秋縋著 

『ぼくの守る星』 神田茜著 

『逢魔が時に会いましょう』  

荻原浩著 

『寺嫁さんのおもてなし②』 華藤えれな著 

『バチカン奇跡調査官 ジェヴォーダンの鐘』  

藤木稟著  

望月麻衣著 

『続・京都烏丸御池のお祓い本舗』  

『わが家は祇園の拝み屋さん⑦』  

 

『女ともだち』 村山由佳[ほか]著（アンソロジー） 

 

『考える力がつく本』 池上彰著（002.7||イ） 

『東大教授が教える独学勉強法』  

柳川範之著（379.7||ヤ） 

『バカのものさし』  

養老孟司著（491.371||ヨ） 

『今日のご遺体』 永井結子著（673.9||ナ） 

☆ 小説類（３階） ☆。 

 

『伴走者』 浅生鴨著 （913.6||アソ） 

自分ではなく他人のために、勝利を目

指す。 

 

『ブラックボックス』  

伊藤詩織著 （916||イト） 

レイプ被害に遭ったジャーナリストが、自ら被害者状

況を取り巻く現状に迫る。 

 

『わたしの忘れ物』 乾ルカ著 （913.6||イヌ）  

六つの忘れ物から生まれる連作短編集 

 

『放課後ひとり同盟』  

小嶋陽太郎著 （913.6||コジ）  

どんな人生を歩んでも、きっと誰か、

味方はいる。 

 

『一〇五度』  

佐藤まどか著 （913.6||サト） 

イスのデザインコンクールに挑む少年たちの熱い夏  
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『オリンピックへ行こう！』  
真保裕一著 （913.6||シン）  

世界最高のスポーツの祭典に出たい。

一心不乱に励み、夢の実現を目指す爽

快感動ストーリー。 

 

『そして、バトンは渡された』  

瀬尾まいこ著 （913.6||セオ）  

血の繋がらない親の間をリレーされ、四回も名字が変

わった森宮優子 17歳。だが、彼女はいつも愛されて

いた。 

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．３４０（２０１８．６．２０．発行） 

～ 分類番号 ～ そうだ！図書館へ行こう  
図書館に入ってくる本が入ってきた順番だったり、本の大きさの順番に並んでいては、探す

のが大変。探しやすくするために、日本十進分類法という規則によって、似た内容の本が集

まるようグループ分けし、所定の本棚に並ぶようになっています。それが、本の背表紙に貼

っているラベルで表示されています。適当につけているわけではありません。 

 

４８６ ← 分類番号 よんはちろく と読みます。 

← 著者記号 著者か書名の頭文字 

← 巻冊記号 シリーズものの何冊目か 

ア 

１ 

 

＜日本十進分類法＞ 

分類 本の内容  

０ 総記  ４０ 自然科学  ４８０ 動物学 

１ 哲学・宗教 ４１ 数学 ４８１ 一般動物学 

２ 歴史・伝記・地理 ４２ 物理 ４８２ 動物地理・動物誌 

３ 社会科学 ４３ 化学 ４８３ 無脊椎動物 

４ 自然科学・医学 ４４ 宇宙 ４８４ 軟体動物・貝類 

５ 技術・工業・家庭 ４５ 地球・天気 ４８５ 節足動物 

６ 産業・交通・通信 ４６ 生物 ４８６ 昆虫類 

７ 芸術・スポーツ ４７ 植物 ４８７ 脊椎動物 

８ 言語 ４８ 動物 ４８８ 鳥類 

９ 文学 ４９ 体・健康 ４８９ 哺乳類 

大きな項目から細かくグループ分けしていきます。 

 

 



 

『青空と逃げる』 辻村深月著 （913.6||ツジ） 

深夜の電話が、母と息子の日常を奪い去った。疑心、

恐怖、そして怒り。壊れてしまった家族が、たどり着

く場所は。 

 

『天翔ける』  

葉室麟著 （913. 6||ハム）  

坂本龍馬、西郷隆盛も信頼を寄せた幕

末四賢候の一人、松平春嶽を描く。 

 

『魔力の胎動』  

東野圭吾著 （913.6||ヒガ） 

『ラプラスの魔女』前日譚 

 

『最後まで、あるがまま行く』  
日野原重明著 （914.6||ヒノ）  

亡くなる直前まで書き続けた、最期のエッセイ 

 

『僕のヒーローアカデミア③』  
堀越耕平，誉司アンリ著 （913.6||ホリ）  

小説第３弾は寮生活秘話 

 

『あの夏、二人のルカ』  

誉田哲也著 （913.6||ホン）  

14年前、わたしは親友と歌を失った。夢

のように輝いていたあの夏、本当は何が

起きたのか。 

 

『窓から見える最初のもの』  

村木美涼著 （913.6||ムラ）  

誰もが閉じ込められた毎日を変えようとしていた。 

 

『太陽と月の大地』  

コンチャ・ロペス＝ナルバエス著 （963||ロ）  

16世紀グラナダを舞台に、宗教・民族の違いによっ

てひきさかれ、運命に翻弄される人々をえがく。 
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次号で夏休みのお知らせします。 

 

☆ 小説類以外（３・４・５階） ☆ 

 

＊『人間の未来 AIの未来』  

羽生善治，山中伸弥著 （007.1||ヤ）  

私たちの暮らしはどう変わっていくのか。ノーベル賞

科学者と史上最強棋士が 10年後、100年後の世界を

予言する。 

 

『まねる力』 齋藤孝著 （159||サ）  

上手な「まね」は９割のアイデアを超える。 

 

『言葉って不思議だと思いません

か？』  晴香葉子著 （159||ハ） 

私達は、お互いの言葉を憶測し合いな

がら会話を重ねています。 

 

『日本人だけが知らない世界から尊敬される

日本人』 ケント・ギルバート著 （281.04||ギ）  

世界一の功績をすべて明かします。 

 

『貧しい人を助ける理由』  

デイビッド・ヒューム著 （333.8||ヒ）  

日本人さえ豊かでいられればそれでいいのか。 

 

『１０年後の仕事図鑑』  

堀江貴文，落合陽一著 （366.29||ホ）  

新たに始まる世界で、君はどう生きるか。 

 

 

『すみません。介護のしごと、楽しいです。』  

のちりょうこ文 ；大越京子マンガ （369.26||ノ）  

ふたりの新米介護スタッフが見た笑

えて泣ける、認知症の世界 

 

 

 

＊『やってはいけない勉強法』  

石井貴士著 （379.7||イ）  

勉強法には正解がある。目からウロコのメソッド満載 

 

『ビーカーくんとそのなかまたち』  

うえたに夫婦著 （407||ウ）  

ゆかいな実験器具図鑑 

 

＊『東大の数学入試問題を楽しむ』 

長岡亮介著 （410.4||ナ）  

数学なんて勉強して何になるんだろう。そう思ってい

る人に特に読んでほしい。 

 

『生命倫理のレポート・論文を書く』  

松原洋子，伊吹友秀編 （490.15||セ） 

生・老・病・死にまつわる問題を、考えて、書くため

に。 

 

『世界一まじめなおしっこ研究所』  

金子大輔著 （491.348||カ）  

高校の先生が本気で教える。 

 

＊『スマホが学力を破壊する』  

川島隆太著 （493.937||カ）  

スマホをやめるだけで偏差値が 10上がります。 

 

『世界をつくった６つの革命の物語』  

スティーブン・ジョンソン著 （507.1||ジ） 

まったく新しい発明を切り口にした、まっ

たく新しい世界史の物語 

 

＊『大草直子の STYLING＆IDEA』  

大草直子著 （593.36||オ） 

理論派スタイリストが、ずっと色褪せな

い「おしゃれの結論」と「厳選コーディ

ネート」を自らの写真と文章で公開 

『千年の田んぼ』  

石井里津子著 （616.2||イ） 

国境の島に、古代の謎を追いかけて。 
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『絶望している暇はない』  舘野泉著（762.1||タ）  

病で倒れ、右手の音楽を失っても、ほんの少しの絶望

もなかった。 

 

『声優』 森川智之著 （771.7||モ） 

帝王とも称されるプロフェッショナルが語る、声優と

いう職人芸の秘密 

 

＊『中村俊輔サッカー覚書』  

中村俊輔，二宮寿朗著 （783.47||ナ）  

挫折・経験・決断・発見、中村俊輔のサ

ッカー人生のすべてが詰まった一冊 

 

＊『パスコースがない？じゃあ、つくればい

い。』 小柳ルミ子著 （783.47||コ）  

正論か？暴論か？独自のサッカー論を凝縮 

  

『夢を生きる』 羽生結弦著 （784.6||ハ）  

もっと強く、自分らしく。世界の頂点に

立ち、史上最高の演技を極め続けた

2015-18年。その成長の軌跡を本人が語

り尽くす。 

 

『こども「徒然草」』 齋藤孝著 （914.45||サ）  

生きるための「洞察力」を身につける 

 

 

☆ ＣＤ（２階） ☆ 

 

☆ 『銀魂 BEST２』  

☆ 『CAMILA』 Camila Cabello 


