
 

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。 

 

☆ 小説類（３階） ☆ 

 

『発現』 阿部智里著 （913.6||アベ）  

平成と昭和、二つの時代で起こった不可解な事件。

真相に近づこうとする者たちを嘲笑うかのように謎

は深まり、ほの暗い闇がひたひたと迫りくる。 

 

『54字の物語』  

氏田雄介著 （913.6||ウジ）  

意味がわかるとゾクゾクする超短編小説 

 

『ヴンダーカンマー』 樫崎茜著（913.6||カシ）  

はじめての職場体験先は、まさかの奇跡の部屋だっ

た。5人それぞれの刺激に満ちた 1日 

 

『浮雲心霊奇譚 呪術師の宴』  

神永学著（913.6||カミ）  

 

『あんずの木の下で』 小手鞠るい著（916||コデ）  

国に何度も見捨てられた障害のある子ど

もたちの日本一長い「学童疎開」とは。 

 

『どんまい』 重松清著（913.6||シゲ）  

おとなはみんな、後悔しながら生きて

いる。 

 

『宝島』 真藤順丈著 （913.6||シン）  

基地から持ち出された“予定外の戦果”と“英雄の

行方”奪われた沖縄を取り戻すため、少年少女は立

ち上がる。 

 

『白いジオラマ』 堂場瞬一著 （913.6||ドウ）  

元刑事×引きこもり。ネグレクト、独居

老人、詐欺、子どもの貧困。現代のリア

ルをあぶり出す。 

『社長室の冬』も入りました。 

 

『映画 刀剣乱舞』 「刀剣乱舞 ONLINE」より原案 ；  

小林靖子脚本 ； 時海結以著 （913.6||トキ）  

 

『混物語』 西尾維新著 （913.6||ニシ）  

 

『風に恋う』 額賀澪著 （913.6||ヌカ）  

突然部長に指名された一年生男子。嫉

妬、大学受験、ブラック部活問題を乗り

越え、全日本へ行けるのか。 

 

 

『つくもがみ笑います』 畠中恵著（913.6||ハタ）  

新たな仲間の出現で、つくもがみたちが世直し一揆 

 

 

 

古書展示のお知らせ  
 

期間：5/7（火）～5/11（土） 

場所：図書館２階 
 

保管期間を過ぎた雑誌や古本など展示・配布します。抽選ではなく持ち帰り OK

です。すぐになくなる雑誌もあるので、お目当ての雑誌がある方はお早目に見に

来ることをおすすめします！ 

 

 

購入希望について 

以下のものは購入希望受付対象外です。 

① マンガ ／ 雑誌  

② シングル CDや DVD付き CD ／ DVD 

③ 限定販売や通信販売などでしか購入できないもの 

④ 信愛図書館にふさわしくないと思われるもの 

⑤ 高額なもの 

 

購入希望はいつでも受け付けています。不明な点はお尋ねください。 

一度にたくさん希望された場合、ご希望に添えない場合があります。優先順位をつけるなど検

討をお願いします。絶版やその他の理由で購入できないものは他館で借りる場合もあります。 

 

予約もできます 人気の本は貸出中も多いので、予約をどうぞ。 

 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。 

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．３４９（２０１９．４．２５．発行） 

みんなの希望、 

教えてね。 

 

年
に
１
度
の 

お
楽
し
み 



『常設展示室』 原田マハ著 （913.6||ハラ）  

人生の岐路に立つ人々が世界各地の美術館で出会

う、運命を変える一枚。 

 

☆『Fire Flower 君を好きでいられて良かった』  

halyosy原作・原案 (913.6||ハル）  

悩み多き青年・蓮が幼馴染や仲間た

ちに支えられ、自分の気持ちに向き

合う物語。 

 

『続 横道世之介』 吉田修一著 （913.6||ヨシ）  

人生のだめな時期を温かく照らす青春小説の金字塔 

 

『本と鍵の季節』 

米澤穂信著 （913.6||ヨネ）  

これは図書委員の僕らの推理と友情の物語 

 

『その年、わたしは嘘をおぼえた』  

ローレン・ウォーク作 （933||ウ）  

嘘は真実をよそおい、11歳の少女を迷わせ

る。せつない決心は、予期せぬ結末へ。 

 

『変化球男子』 M・G・ヘネシー作 （933||ヘ）  

 

 

☆ 文庫（３階） ☆ 

 

☆『玩具修理者』 小林泰三著 

『あきない世傳 金と銀⑥』 髙田郁著 

『座敷童子の代理人⑦』 仁科裕貴著 

『神様の子守はじめました。⑩』 霜月りつ著 

『あやかし夫婦は今ひとたび降臨する。 

（浅草鬼嫁日記⑥）』 友麻碧著 

『あやかし双子のお医者さん⑦ 猫又と別れの挨拶』 

 椎名蓮月著 

『わが家は祇園の拝み屋さん⑩ 黄昏時に浮かぶ影』  

望月麻衣著 

 

『バビロンの秘文字 上・下』  『蛮政の秋』 

『警察回りの夏』 堂場瞬一著  

 

『オックスフォード＆ケンブリッジ大学 

さらに世界一「考えさせられる」入試問題』 

ジョン・ファーンドン著（376.8||フ） 

 

 

☆ 小説類以外（３・４・５階） ☆ 

 

『イラストで読むＡＩ入門』  

森川幸人著 （007.1||モ）  

はじめの一歩から丁寧にイラストで読み解く。 

 

『その情報はどこから？』 猪谷千香著（070||イ）  

たくさん流れてくる情報に惑わされないために大切

なこととは。 

 

『「性格」のカラクリ』  

苫米地英人著（141.93||ト）  

性格とは、「対人戦略」である。 

 

『姫君たちの明治維新』  

岩尾光代著 （210.61||イ）  

時代の大波を、儚くも気高く、逞しく乗り越えた女

達のものがたり 

 

『国民とともに歩まれた平成の 30年』  

宮内庁侍従職監修 （288.41||コ） 

 御即位 30年、御成婚 60年。いつの

時も国民のために祈り寄り添われた天

皇、皇后両陛下。その平成の御代のご

足跡を写真でたどる。 

『世界の国境を歩いてみたら・・・』  

「世界の国境を歩いてみたら・・・」 

番組取材班著 （290.9||セ）  

日本にはないもの。それは地続きの国

境線。行かなきゃわからない国境のサプライズ。 

 

『フェイクニュースを科学する』  

笹原和俊著 （361.45||サ）  

フェイクニュースはなぜ生まれ、どのようにして拡

散し、われわれ人類の脅威となるのでしょうか。そ

の仕組みを理解することは、情報と虚偽情報が混在

する複雑化社会を生きていくうえで重要です。 

 

『ミッションスクールになぜ美人が多いのか』  

井上章一，郭南燕，川村信三著 （371.6||イ）  

明治になって上流階級に浸透していったキリスト教

文化のかくされた歴史 

 

＊ 『勉強大全』 井沢拓司著 （376.8||イ）  

頭をスッキリさせ最短ルートで合格す

るためのエッセンスをすべて詰め込み

ました。 

 

＊ 『受験はメンタルトレーニングで 

打ち勝て！』 加藤史子著 （376.8||カ）  

本番で実力を 100%発揮する 40の方法 

 

『教授だから知っている大学入試のトリセツ』  

田中研之輔著 （376.8||タ）  

ただ暗記するだけでは答えられない、思考力・表現

力が求められる入試へ立ち向かうために。 

 

『「文系？」「理系？」に迷ったら 

読む本』 竹内薫著 （376.8||タ）  

15年後の世界で生き残るためには。 

 

『アイヌ文化の大研究』 中川裕監修（382.11||ア）  

歴史、暮らし、言葉を知ろう 

＊ 『辺境メシ』  

高野秀行著（383 .8||タ）  

辺境探検家がありとあらゆる寄食珍食に挑

んだ、驚嘆のノンフィクション・エッセイ 

 

『絶滅できない動物たち』  

M.R.オコナー著 （480.79||オ）  

絶滅に挑むテクノロジーと自然保護の現場を 

徹底取材 

 

『終わっている臓器』  

坂井建雄監修 （491.3||オ）  

もはや不要なのに存在する人体パーツ 

 

『香害（化学物質汚染）から身を守る』  

古庄弘枝著 （493.14||コ）  

良かれと思ってつけるその香りが、隣人を苦しめ、

大気を汚染している。 

 

『私たちは生きづらさを抱えている』  

姫野桂著 （493.76||ヒ）  

発達障害じゃない人に伝えたい当事者の

本音 

 

『箱根 0区を駆ける者たち』  

佐藤俊著 （782.3||サ）  

選ばれなかった者たちのもう一つの箱根

駅伝 

 

『プレゼンの教科書』 小川仁志著 （809.4||オ）  

プレゼンは、これからの社会で誰もが身につけるべ

き、欠かせないスキル。自分の言葉を届けたい。 

 

☆ ＤＶＤ（２階） ☆ 

 

『ミッション：インポッシブル フォールアウト』 

『羊と鋼の森』   『ブタがいた教室』 

貸出できません。館内で観てね。 


