☆ 小説類（３階） ☆

☆ 文庫（３階） ☆

新着案内
～

らい★ぶらり
本のほんのいちぶ

『フーガはユーガ』 伊坂幸太郎著 （913.6||イサ）

☆ 『ＤＯＵＢＬＥＳ』 シリーズ

僕たちは双子で、僕たちは不運で、だけど僕たちは、

天沢夏月著

手強い。

☆ 『φの方石』 シリーズ

～

新田周右著

大阪信愛学院図書館

☆ 『絶対城先輩の妖怪学講座』 シリーズ

Ｎｏ．３４６（２０１９．１．１０．発行）

峰守ひろかず著

新しい年の始まり

『ハラスメントゲーム』
井上由美子著 （913.6||イノ）
コンプライアンス室を舞台に、さま

☆ 『英国幻視の少年たち』 シリーズ 深沢仁著

ざまなハラスメント問題と会社の闇

☆ 『博多豚骨ラーメンズ Extra Games』

を描く。

充実した１年になりますように！！

木崎ちあき著

☆ 『Ｏｒａｎｇｅ』 高野苺原作/蒔田陽平ノベライズ

『ポーラの戴冠式』 茅田砂胡著 （913.6||カヤ）

楽しみに勉強に、ちょっとした息抜きに、図書館へお越しください。
『友情だねって感動してよ』

『セブン』 乾くるみ著
高 3 生のみなさん

返却のお願い
冬休み中に借りた本やＣＤなどは
1/15（火）返却期限です。
「忘れていませんか」をもらわないように！！

小嶋陽太郎著 （913.6||コジ）

『僕は小説が書けない』

1/18（木）授業終了日までに

いま、そこに確かに存在する若者た

中村航，中田永一著

貸出中の本や CD は、すべて返却して

ちの情動と煌めきが詰まった、生傷

『小説 昭和元禄落語心中』

だらけのの群像劇

東芙美子著 ； 雲田はるこ原作 ； 羽原大介脚本

ください。
以降の貸出については、応相談になります。

『ある晴れた夏の朝』 小手鞠るい著 （913.6||コデ）

『心に太陽を持て』 山本有三著
『阪堺電車 177 号の追憶』 山本巧次著
『神様の御用人⑧』 浅葉なつ著

出自のちがうアメリカの八人の高校生が、広島と長崎
に落とされた原爆の是非について語り合う。ぼくたち
にとって「原爆」とはなんだったのか。

『ようこそ実力至上主義の教室へ
7.5⑧⑨』 衣笠彰梧著



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!

島田雅彦著 （9 13.6||シマ）

『魔法科高校の劣等生 27 巻』 佐島勤著

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。

諦めムード漂う絶望の町・葦原。破天荒

『Re;ゼロから始める異世界生活⑰』 長月達平著

藤木稟著

『ビブリア古書堂の事件手帖
扉子と不思議な客人たち』 三上延著

☆ 『Sweetner』 アリアナ・グランデ

います。展示中の本は予約してください。

☆ 『Braverthday』 岡本信彦
☆ 『Ｇｏｌｄｅｎ Ｅｐｏｃｈ』 超特急

『都会のトム＆ソーヤ 「館」からの脱出』
『都会のトム＆ソーヤ 修学旅行においで』
はやみねかおる著 (913.6||ハヤ）

『疾風の女子マネ！』

青学 VS 立海』

『知らないとつまずく大人の常識力』
話題の達人倶楽部編（385.9||シ）

まはら三桃著 （913.6||マハ）
ちょっと暑苦しい女子マネージャーの
戦いが始まった。陸上部青春物語

☆ 『THE RAMPAGE』 from EXILE TRIBE
他に QUEEN の CD も入りました

『都会のトム＆ソーヤ 完全ガイド』

『わが家は祇園の拝み屋さん⑨』 望月麻衣著

☆ 『BET』 Da-ice
☆ 『ミュージカルテニスの王子様３ｒｄ.

な坊主と 4 人の高校生がいま、暴れ出す。

『バチカン奇跡調査官 天使と堕天使の交差点』

☆ ＣＤ（２階） ☆

新着図書は 1 週間展示し、月曜日に入れ替えて

『絶望キャラメル』

この他にも購入希望でミステリー作品が多数入りました。

『はつ恋』 村山由佳著 （913.6||ムラ）

『日本史＆世界史年表 ： 幕末・維新～並列 100

『「自己肯定感」が低いあなたが、すぐ変わる方法』

年』 山本博文監修 （210.58||ニ）
『うちの子もいじめられました』

歴史ドラマがさらに面白くなる

大嶋信頼著 （498.39||オ）

り抜いた軌跡

(798||フ）

自分はダメから抜け出す

『論破力』 ひろゆき[西村博之]著 （809.6||ヒ）

鈴木真治著 （916||スズ）
テレビ局記者が、父親としてわが子を守

☆ 『Fate/Grand Order material ①～⑤』

『大坂城全史』 中村博司著 （216.3||ナ）

『どうして海のしごとは大事なの？』

長きにわたり権力者たちの興亡の舞台となった名城

「海のしごと」編集委員会編 （550||ド）

イラッとしたとき、交渉、議論・・・最強テクニック
満載

船長や機関長、航海士、海上保安官や自

『ぼくは君たちを憎まないことにした』
アンドワーヌ・レリス著 （956||レ）

『京阪神発 半日旅』 吉田友和著 （291.6||ヨ）

衛官など海の専門出版社が紹介する就職

休日の半分を使って気ままな大人旅へ

活動にも役立つしごとの話

妻をテロリストに奪われた夫が、小さな息子と紡ぎだ

『一日の言葉、一生の言葉』
白井明大著 （810||シ）
いい言葉と出会うと、うれしくなる。

『絶滅危惧職種図鑑』

す人間の希望

☆ 小説類以外（３・４・５階） ☆

『マンガでわかる「西洋絵画」の見方』

七里信一著 （366.29||シ）

池上英洋監修 （723.05||マ）

AI,VR,ビッグデータ・・・急激に変化し

名画が発するメッセージをキャッチして楽しむ、ちょっ

ていく世の中で君たちはどう働くのか。

としたコツをお教えします。

折々の情景や風物にまつわる、さまざ
まな言葉にふれる本

＊ 『訳せない日本語』 大來尚順著 （810.4||オ）
英語にうまく訳せないことでわかる日本語に込めら

『文系と理系はなぜ分かれたのか』
隠岐さや香著 （002||オ）

『女って何だ？』 カレー沢薫著 （367.21||カ）
「母であり、妻であり、もちろん女であれ」の厄介さ

『フリーハンド・レタリング ガイドブック』
がはなようこ，辻岡ピギー＝ピポン著 （727.8||ガ）

『150 冊執筆売れっ子ライターのもう

文系 VS 理系、あまりにも不毛な論争に終止符を。

『オレは絶対にワタシじゃない』

憶えにくい情報がすっきり頭に入り、試験本番でのア
ウトプットに強くなります

『カメラはじめます！』

遠藤まめた著 （367.9||エ）

『図解でわかる暗記のすごいコツ』
碓井孝介著 （141.34||ウ）

オレは男のはずなのに、なぜか女の体。おまけに女子

漫画でわかるデジタル一眼カメラの教

校で、セーラー服姿の毎日。苦しすぎて、もう限界。

科書

世界で生きる動物たちが、ホモ・サ

轟千尋著 （761.2||ト）

『どうして普通にできないの！』

楽譜の読み方にはコツがあります。

こだまちの著 （493.76||コ）
何だろう、この違和感は。

看護職歴 35 年の著者が伝える求められる実践能力、

人をうまくいかせることです。

よ』 氏田雄介著 （911.56||ウ）
あたりまえの言葉に方の力が抜けていく、やさしくて

『安室奈美恵 COMPLETE COLLECTION』
稀代の歌姫の原点から圧巻のライブパフォーマンス

☆ マンガ（３階） ☆

の数々を J-POP 研究会所蔵ショットから厳選・再編集

『自分を好きになりたい。』 わたなべぽん著

仕事の喜び

『寝ても醒めてもタカラヅカ！！』

ボブ・トビン著 （159||ト）
あなたの人生をうまくいかせる最短の道は、まわりの

『君の前で息を止めると呼吸ができなくなってしまう

J-POP 研究会編 （767.8||ア）

『看護師という生き方』 近藤仁美著 （498.14||コ）

『まわりにいい影響をあたえる人がうまくいく』

読まれない文章を書いても意味がない。

おもしろいポエム集

ピエンスのちっぽけ、もとい、深刻
なお悩みにアドバイス。

神山典士著 （816||コ）

そんな悩めるトランス男子の、冒険と逆襲が始まった。

『いきもの人生相談室』 今泉忠明監
現代社会よりはるかに厳しい野生の

恥をかかない文章術』

こいしゆうか著 （746||コ）

『いちばん親切な楽譜の読み方』

修 ； 小林百合子文 （159||コ）

れた本来の意味と日本独自の文化とは。

＊ 『患者さまは外国人』 山本ルミ原案 ；

『女子校デイズ』 グラハム子著

牧彩子著 （775.4||マ）

世鳥アスカ漫画 （498.16||セ）

タカラヅカを楽しむツボ満載

ロシア系の医師と日本人ナースが切り盛

『ざんねんな名言集』
真山知幸著 （159.8||マ）
だめだけど励まされる偉人たちの名言録

りする、六本木の外国人専門クリニック。
習慣や常識のギャップに、診察室は今日も
大騒ぎ。

＊ 『聖・尼さん』
露の団姫著 （779. 13||ツ）
「クリスチャン」と「僧職女子」が結
婚したら。

臨時閉館のお知らせ
2/4（月）～2/6（水）の３日間
蔵書点検のために閉館します。

