新着案内
～

☆ 小説類（３階） ☆

らい★ぶらり
本のほんのいちぶ

大阪信愛学院図書館

『家族じまい』

桜木紫乃著 （913.6||サク）

認知症の母と、歳を重ねても横暴な父。両親の老い

『medium』

～

相沢沙呼著 （913.6||アイ）

一切の証拠を残さない殺人鬼を追い詰めることがで

に姉妹は戸惑い、それぞれ夫との仲も揺れ
て・・・。

きるとすれば、霊媒探偵・城塚翡翠の力のみ。だ

Ｎｏ．３６１（２０２０．９．２．発行）

が、殺人鬼の魔手は密かに彼女へと迫っていた。

『線は、僕を描く』

砥上裕將著 （913.6||トガ）

両親を交通事故で失い、喪失感の中

『むかしむかしあるところに、

感染症拡大防止のために
図書館では閲覧室のイスを減らし、研究室の利用も一部制限しています。
みなさんも図書館を利用するにあたって、マスクの着用や手指の消毒、館内での会話

死体がありました。』

アルバイト先の展覧会場で出会った

青柳碧人著 （913.6||アオ）

水墨画の巨匠に気に入られ、弟子に

昔ばなしが、まさかミステリに。

は控え、密にならないようになど、各自で感染症拡大防止の対策をお願いします。
『潮待ちの宿』
854 冊

伊東潤著 （913.6||イト）

怪しい旅人、改革に燃える志士、そして思い人。誰

一人当たり：2.1 冊

中学生 345 冊 一人当たり：5.2 冊

もが訪れ、去っていく。

『じんかん』

今村翔吾著 （913.6||イマ）

民を想い、民を信じ、正義を貫こうとした青年武将
は、なぜ稀代の悪人となったか。



見に来てくださいね!

『遺品博物館』

AI と結婚した人間は幸せになれますか。

☆ 『ひとりの時間が僕を救う』
パーカー著 （914.6||パカ）
孤独や弱さを「強さ」に変える。人見
細で可笑しな日常と哲学。

『クスノキの番人』

東野圭吾著 （913.6||ヒガ）

『心霊探偵八雲⑫』 神永学著 （913.6||カミ||12）
シリーズ堂々完結

☆『神様の子守はじめました。⑪』霜月りつ著

『マジカルグランマ』

柚木麻子著 （913.6||ユウ）

いつも優しくて、穏やかな「理想のおばあちゃん」

『まったく、青くない』

『後宮の烏』 白川紺子著

は、もう、うんざり。

黒田小暑著 （913.6||クロ）

『鳥居の向こうは、知らない世界でした。④』

『はたらく細胞フレンド①～』 和泉みお漫画

原田まりる著 （913.6||ハラ）

不思議な力を持つ木と番人の青年が織り成す物語。

☆ 文庫（３階） ☆

『さらに、やめてみた。』 わたなべぽん著
『はたらく細胞 BLACK①～』 初嘉屋一生漫画

太田忠司著 （913.6||オオ）

遺品は時に、生者よりも雄弁に人生を語る。

『糸』 林民夫著

☆ マンガ（３階） ☆

『ぴぷる』

知りでコミュ障なぼっち大学生の、些

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

なることに。霜介は戸惑いながらも
水墨画の魅力に引き込まれていく

1 学期の貸出は
高校生

にあった大学生の青山霜介。ある日

青春が青いって、誰が決めたんだ。

友麻碧著

『スタートボタンを押してください』
D・H・ウィルソン，J・J・アダムズ編

『1 日 10 分のごほうび』
赤川次郎[ほか]著（アンソロジー）

『ノースライト』

横山秀夫著 （913.6|

望まれて設計した新築の家。施主の

『鬼滅の刃 風の道しるべ』
吾峠呼世晴，矢島綾著 （913.6||ゴト）

一家も、新しい自宅を前に、あんな
に喜んでいたのに。Y 邸は無人だっ
た。一家はどこえ消えたのか。

|ヨコ）

☆ 小説類以外（３・４・５階） ☆
『「さみしさ」の力』

榎本博明著 （141.6||エ）

わかり合える友だちを求めながらも、心の中をのぞ

『なぜ僕らは働くのか』

池上彰監修 （366||ナ）

ヴィヴィアナ・マッツァ著 （451.8||マ）

しい大切なこと。伝えたいこと

たった一人で声を上げた 10 代環境

『えげつない！寄生生物』

『街場の親子論』

成田聡子著 （468.4||ナ）

『あなたのスマホがとにかく危ない』
佐々木成三著 （368.6||サ）
元捜査一課が教える SNS,デジタル犯罪から身を守る

『有毒！注意！危険植物大図鑑』

鈴木秀子著 （159||ス）
人との違いは、不平等ではなく個性。あなたの 1 番
の味方は、あなた自身です。

『半沢直樹<倍返し>名言集』

手意識のある片も多いかもしれません。

『今日から自宅がジムになる宅トレ』

町や野外、くらしの中で出会うかも知れない有毒や

坂詰真二著 （780.7||サ）
なりたいカラダは家でつくれる

危険な植物。注意すべき点をわかりやすく解説

『平安女子は、みんな必死で恋してた』

『ボランティアをやりたい！』
さだまさし・風に立つライオン基金編 （369||ボ）
全国各地でボランティア活動を行っている高校生が

『生き物の死にざま』

イザベラ・ディオニシオ著（ 910.23||デ）

稲垣栄洋著 （481.7||イ）

女性が自立できなかった平安時代、

生命の最後の輝きを描く哀切と感

「言葉」と「教養」を武器に自分ら

動の物語

しく生き抜いた女たちがいた。

一堂に会する「高校生ボランティア･アワード」アイ
ディアにあふれ、力強く、明るく元気な高校生達を
紹介します。

講談社編 （159||ハ）
小説の登場人物 102 の台詞

古典芸能に親しみたいという考えはあるものの、苦

保谷彰彦写真・文 （471 .9||ホ）

方法

『世界でたったひとりの自分を大切にする』

『ザ煩悩』

そこまでするか!?非道なヤツらに気をつけろ。

葛西聖司著 （773||カ）

父と娘の困難なものがたり

根本裕幸著 （146.8||ネ）

んか。

何者か？

『教養として学んでおきたい能・狂言』

内田樹，内田るん著 （367.3||ウ）

いつも気をつかいすぎて疲れていませ

毛利嘉孝著 （723.33||バ）

活動家の素顔

がたくさんある。

つめなおす。

『マンガでやさしくわかる敏感す
ぎるあなたがラクになる方法』

『バンクシー : アートテロリスト』

君が幸せになるために考えてほ

かれることへの抵抗感や比較意識からくる不安も強
い。自立へと歩みだすために、さみしさの意味を見

『グレタ・トゥーンベリ』

『「これから」の時代を生きる君たちへ』

『カラスはずる賢い、ハトは頭が悪い、サメは
狂暴、イルカは温厚って本当か？』
松原始著 （481.78||マ）

＊『あなたと、わたし』

サヘル・ローズ詩/

安田菜津紀写真 (911.56||ロ）

わたしたちは動物のことをぜんぜん知らない。

ドメニコ・スキラーチェ著 （370.4||ス）
笑い飯哲夫著 （180.4||ワ）

イタリア･ミラノの校長先生からのメッセージ

みなさんの煩悩や悩みを仏教的に解決

『キリスト教から読みとける世界史』
内藤博文著 （192||ナ）
西洋史は教皇 VS 政治権力の闘いだった

『エリザベス女王』

君塚直隆著 （289.3||エ）

『マンガでわかる今日から塾を
やめてみた』 宝槻泰伸監修 ;
ナナイロペリカンマンガ （379.9||マ）
これからの学力の身につけ方

王陛下の波瀾万丈

『サル化する世界』

界の小さな驚異
内田樹著 （304||ウ）

『コンビニ断ち脱スマホ』
黒沢大陸著（365||ク）
便利さはほどほどで

全卓樹著 （404||ゼ）
物理学者が語る、すばらしく不思議で美しいこの世

今さえよければ、自分さえよければ、それでいい。

中野信子著 （491.371||ナ）

『地球に住めなくなる日』
デイビッド・ウォレス・ウェルズ著 （451.35||ウ）

突き破れる

『HSP と発達障害』

☆ 『SP オリジナル･サウンドトラック』
高田明和著 （493.79||タ）

グレーゾーンの人が急増中。

だす。

☆ 『W trounble』 ジャニーズ WEST
☆ 『Twelve』 Mrs.Green Apple
☆ 『Diver』 増田俊樹
☆ 『Chromatica』 Lady GAGA

『ZOOM はじめました』 秋田稲美著（547.48||ア）

☆ 『More & More』 Twice

好きな時に好きな場所でつながる・教える・稼げち

☆ 『パリピポ』 ジャニーズ WEST

ゃう

☆ 『Honey Stories』 宇野実彩子

『かんたんかわいい！
手作りマスク』 （594||カ）

気候変動の実態は、思っているよりはるかに深刻
だ。近い将来に訪れる衝撃の世界をリアルにあぶり

☆ ＣＤ（２階） ☆

日本人の脳の特性を知れば、現代社会の息苦しさを

空気を読みすぎる人と空気が読めない人。

『銀河の片隅で科学夜話』

在位 68 年、いかに母国を考え、行動してきたか。女

『空気を読む脳』

『小林カツ代 COOKBOOK300』
本田明子監修 （596||コ）

☆ 『Map of soul ７』 BTS

返し忘れはありませんか？
忘れている人は早く返しましょう。
必要なときに借りられなくなりますよ。

