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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。

『十字架のカルテ』

改めまして、図書館です！
ようやくオリエンテーションも終了しました。学院のみなさんが読書を楽しめ
るように、学びに役立つように、いろいろな資料を入れていきます。みなさん
のご利用お待ちしております。どんどん足を運び図書館を使ってください。

記入用紙は図書館にあります。特定できるよう、できるだけ詳しく記入してください。

☆ 小説類（３階） ☆

『イマジン』 有川ひろ著 （913.6||アリ）
憧れの映像制作の現場に飛び込んだ、
良井良助（27 歳）。聞き慣れない業
界用語が飛び交う現場に戸惑う日々だ
が、そこは現実と物語を繋げる、魔法
の世界だった。走るしか能のない新

ただし以下のものは受付対象外です。

要
チ
ェ
ッ
ク

・本学院にふさわしくないもの。
・限定品や通販でしか入手できないような一般流通していないもの。
・シングル CD や DVD 付きの CD
・マンガや雑誌、DVD などの視聴覚資料

医・影山司が繰り広げる、究極の頭脳戦

＊『R 帝国』 中村文則著 （913.6||ナカ）

継いだ御家は火の車。

借りられたらいいなと思う本や CD の希望を出してください。随時、受付しています。

罪を犯した本当の理由とは。精神鑑定

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!

『大名倒産 上・下』 浅田次郎著 （913.6||アサ）

購入希望、受付しています！

知念実希人著 （913.6||チネ）

ここで紹介できるのは、入ってきた中の

米、突っ走る！
行き先は、たぶん未来。

＊『聖者のかけら』 川添愛著 （913.6||カワ）

朝、目が覚めると戦争が始まっていた。独裁政権下
に生きる 2 組の男女。彼らの運命の先にあるのは、
幸福か絶望か。＊『逃亡者』 も入りました。

『掟上今日子の設計図』 西尾維新著（913.6||ニシ）
仕掛けられた爆弾はどこに。今日子さんと爆破予告
犯の頭脳戦開始。

『猫君』 畠中恵著 （913.6||ハタ）
二十年生きた猫は人に化けて言葉を操る
妖怪「猫又」になる。お江戸猫又ファン
タジー

『都会のトム＆ソーヤ 外伝 16.5』
はやみねかおる著 （913.6||ハヤ||16.5）

イタリアのアッシジで起きた聖者の遺体消失の史実
をもとに。奇蹟と大聖堂の謎、聖者と信仰に迫る。

『「カッコいい」とは何か』
平野啓一郎著（914.6||ヒラ）

・高額なもの

『大阪環状線』
一人で一度にたくさん出された場合は優先順位をつけて購入したり、
希望多数の場合、予算の都合でお断りすることもあります。

草薙秀一著 （913.6||クサ）

「カッコいい」を考えることは、いかに生きるべき
かを考えることだ。

1960 年代前半の大阪。こんな自分は
いやだと、生きる価値を模索する青

『5 分後に謎解きのラスト』
エブリスタ編（913.68||ゴ）

年を描く。

気軽にカウンターでお尋ねください
探している資料はどこにある？ どんな本を調べればいい？
検索の仕方がわからない etc… カウンターで質問して時間を節約しよう！

『ダーク・ブルー』

『SNS 炎上』 NHK「オトナヘノベル」制作班編 ;
長江優子ほか著 （913.68||ナ）

真保裕一著 （913.6||シン）
海の底でシージャック犯とたった二人きり。女性潜

SNS のトラブルや友だち関係などをテーマにしたド

航士に課せられた、絶体絶命、超高難度ミッション

ラマを書籍化

『死にたいけどトッポッキは食べたい』

☆ 小説類以外（３・４・５階） ☆

＊『忘れてしまった高校の生物を復習する本』

ペク・セヒ著 （929.1||ペ）
どうしたら、自分を疑わずにすむんだ
ろう。

大森徹著 （460||オ）

大正はいから同人会著 （726.1||タ）

『奇跡の論文図鑑』
NHK「ろんぶ～ん」制作班編著

『隠された悲鳴』 ユニティ・ダウ著 （933||ダ）
ボツワナの現職女性大臣が実際の儀礼殺人事件をも
とに描いた驚愕のアフリカ発サスペンス

（049||エ）
ありえないほどユニークでクリエイ
ティブな論文を取り上げ、執筆した
本人の言葉をもとにひもといていく。

＊『「気がつきすぎて疲れる」が驚く
ほどなくなる「繊細さん」の本』

☆ 文庫（３階） ☆

武田友紀著 （141.94||タ）

『どこでもいいからどこかへ行きたい』 pha 著

もう我慢しなくて大丈夫。繊細さんは、

『贖罪』 湊かなえ著

自分のままで生きることでどんどん元気

『ぼくのボールが君に届けば』 伊集院静著

になっていくのです。

『隻眼の少女』 麻耶雄嵩著

『世界でいちばん素敵な聖書の教室』

『薬屋のひとりごと⑨』 日向夏著
『あきない世傳 金と銀⑧』 高田郁著

町田俊之監修 （193||セ）
西洋美術とともにたどる。教養としての聖書

『京都寺町三条のホームズ⑬⑭』 望月麻衣著

『これだけは覚えておきたい聖書の言葉 100』
ロバート・J・モーガン著 （193.04||モ）

『結局、自分のことしか考えない人たち』
サンディ・ホチキス著（145.7||ホ）

『和製英語』 スティーブン・ウォルシュ著（814.7||ウ）

『ゼロから 1 ヶ月で受かる大学入試
志望理由書のルールブック』
神崎史彦著(367.8||カ)

中野信子著 （361.4||ナ）
すべての人の心に潜む「正義中毒」と
いう快楽を最新の脳科学が解き明か
す。

『新・大学でなにを学ぶか』
上田紀行編著 （377||ウ）
個性あふれる教員たちが語る＜学び＞の魅力

☆ マンガ（３階） ☆

『ことばにできない宇宙のふしぎ』
エラ・フランシス・サンダース著 （404||サ）

『ドラゴン桜２

⑦⑧⑨』 三田紀房著

繊細な思考の広がりとイメージ豊かなイラ

『ゴールデンカムイ⑳』 野田サトル著

ストによって、宇宙のふしぎへの探検にあ

『コウノドリ 28・29・30』鈴ノ木ユウ著

なたを誘います。

語がより深く鮮やかに心に刻まれる。

『ピクサーキャラクター事典』
『どこからが病気なの？』 市原真著（491.61||イ）

スティーブ・バンボール[ほか]著

私たちは元気なときもあれば、病気のときもある。
その境界線はどこにあるのだろう。

（778.77||バ）
ピクサーが手掛けた個性豊かなキャラ
クターおさらいブック

『痴漢外来 : 性犯罪と闘う科学』
原田隆之著 （493.74||ハ）

＊『ひとりで生きていく』 ヒロシ著 （779.14||ヒ）

犯罪心理学者が明らかにする、痴漢に依存する男た

ひとりで生きる。それは旅をするように、日々を生

ちの実態

きるということ。

『繊細すぎて生きづらい : 私は HSP 漫画家』
おがたちえ著 （493.79||オ）
気を使いすぎてぐったりしてるアナタも HSP のこと
を知れば気持ちが楽になる。

『友達ゼロで不登校だった僕が世界一
ハッピーな高校生になれたわけ』
よしあき著 （779.9||ヨ）
どんなことがあっても「自分は間違
い」だと思わないで。

『日本を襲ったスペイン・インフルエンザ』
速水融著 （493.87||ハ）

長年その信憑性が疑われたフロイス史料にキリシタ

『人は、なぜ他人を許せないのか？』

時代背景・史実を知れば『鬼滅』の物

あなたのすぐそばに潜んでいるかも。

浅見雅一著 （210.48||ア）
ン史研究の第一人者が迫る。

☆ 学習参考書（３階） ☆

＊『図解身近にあふれる「危険な生物」が３時間
でわかる本』 西海太介著 （481.9||ニ）

『キリシタン教会と本能寺の変』

『かぜの科学』 ジェニファー・アッカーマン著（493.3||ア）

『鬼滅の刀をもっと楽しむための
大正時代便覧』

『エディー･ジョーンズ』

約 100 年前の「忘れられた史上最悪のイン

マイク・コールマン著 （783.48||ジ）

フルエンザ」の全世界への伝播の過程と、

日本代表を歴史的な勝利に導いた指揮官、エディー･

日本の被害の実像

ジョーンズ。世界のラグビー界でいま最も目が離せ
ない男の半生を追う。

＊『今日から第二の患者さん』
青鹿ユウ著 （494.5||ア）

『知っておくと役立つ街の変な日本語』

がん患者の家族は看病の不安やストレ

飯間浩明著 （814||イ）

スで悩まされ、患者同様ケアされるべ

国語辞典に載せるか、まだ早いか。辞書編纂者は

き二番目の患者なのです。

日々、なやんでいる。

『宇宙から帰ってきた日本人』
稲泉連著 （538.9||イ）
歴代 12 人の日本人宇宙飛行士はそこで何を見たの

☆ ＣＤ（２階） ☆

か。

『Traveler』 Official 髭男 dizm
『SNS 地獄を生き抜くオトナ女子の文章作法』
石原壮一郎著 （547.48||イ）
スルーされない、嫌われない、振り回され
ない、悩まない強くたくましいオトナ女子
になる。

『あんさんぶるスターズ！
アルバムシリーズ⑫
『床の間正座娘』 NMB48

Eden』

