
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☆ 旅行書 ☆  
 

『大阪ベストガイド 2011 年版』 

『ファミリーが楽しめる大阪 

安くてうまい!食べ放題・バイキングはここだ!』 

『関西キャンプ場ガイド』 

『関西むかし町&古街道をあるく』 

『大阪とってもすてきなカフェ』  
 

 

☆ 学習参考書 ☆ 
 

志田晶著 

『決定版志田晶のベクトルが面白いほどわかる本』  

『大学入試数学の裏ワザが面白いほど使える本 : 

I・A・II・B』  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 楽 譜 ☆ 
 

秋山さやか [ほか]ピアノ編曲 

『スタジオジブリ・メドレー・イン・デュオ : ピアノ連弾』  

『スタジオジブリ作品集 : Piano solo』 

その他、ジブリの作品たくさん 

 

 

☆ マンガ ☆ 
 

『ひとり暮らしな日々。』 たかぎなおこ著 

つつましく、たくましく、ひとり暮らし

応援コミックエッセイ 

 

☆ 『星守る犬』 村上たかし著 

朽ち果てた車の中で寄り添うように、男性と一頭の

犬の遺体が発見された。哀しくも愉快な一人と一頭

の残されたわずかな“生”を生き抜く旅の終着点―。 

『乙女の密告』 赤染晶子著 （913.6－アカ） 

噂とは乙女にとって祈りのようなものなのだ。真実

とは乙女にとって禁断の果実だった。-芥川賞受賞

作- 

 

☆ 『悪ノ娘 : 黄のクロアテュール』  

悪ノ P 著（913.6－アク） 

広大な領地を持つ王国には、暴君王女・

リリアンヌが君臨していた。王女の傍ら

には「双子の弟」が控えていた。姉のわ

がままから始まった大きな戦争、その中で消えてい

く多くの命。残酷な二択を迫られたとき、人は何を

選ぶべきなのだろうか―。 

 

『四十九日のレシピ』  
伊吹有喜著（913.6－イブ） 

大切な人を亡くしたひとつの家族が、再生

に向うまでの四十九日間。 

 

『西巷説百物語』 京極夏彦著（913.6－キヨ） 

上方には上方の仕掛けあり。これで終いの金毘羅さ

んやで。 

 

『死神ブログ』 窪依凛著（913.6－クボ） 

学校裏サイトでエスカレートする悠哉へのイジメ。

絶望が頂点に達したとき、自殺予告ブログを立ち上

げる。ところがそんな中、クラスメイトの連続殺人

事件が発生するのだが･･･。 

 

『どうにかしたい! : すみれ in Junior high school』  
黒野伸一作（913.6－クロ） 

これは、自分の居場所がない中２女子・麻丘す

みれの涙ぐましい（ほどやぶれかぶれな）１年

間の記録である。 

 

『ストロベリー・ブルー』  
香坂直著（913.6－コウ） 

あと一瞬早く手を伸ばしていたら、ぼく

たちははぐれずにすんだのだろうか。憧

れ、すれ違い、片想い…男女五人のせつ

ない恋物語。 

 

『ブルー・ゴールド』 真保裕一著（913.6－シン） 

謀略、告発、二重スパイ、真犯人は誰なのか！？ 

 

『リテイク・シックスティーン』  
豊島ミホ著（913.6－トシ） 

今度は絶対、青春って言える青春を送るんだあ！ 

 

『ダーティ・ママ!』 秦建日子著（913.6－ハタ） 

シングルマザーで、子連れで、刑事ですが、

何か？ 

 

『ソルハ』 帚木蓬生著（913.6－ハハ） 

あとどのくらいしたら、平和になるの？戦禍を生き

抜く少女の物語 

樋野まつり, 藤咲あゆな著（913.6－ヒノ） 

☆ 『ヴァンパイア騎士 凝黒の罠』  

☆ 『ヴァンパイア騎士 憂氷の罪』 

 

☆ 『明日の光をつかめ』 清水有生脚本 

[ひろはたえりこノベライズ]（913.6－ヒロ） 

いじめ、児童虐待、少年犯罪―心に傷を

持ちながらも希望の光を追って必死に

生きる少年少女たち。 

 

『IQ 探偵ムー ムーVS タクト！江戸の夜に猫が鳴く 上・下』  

深沢美潮著（913.6－フカ） 

天才探偵対決の結末は？ 

 

『4444』 古川日出男著（913.6－フル） 

4年 4組を舞台に仕組まれた 44の物語。

「4」が今、生と死の放物線を描き出す。  

 

『最後の卒業生 : 夕張に生きる中学三年生たち』  

本田有明著（913.6－ホン） 

実在の学校をモデルに、悩み考え、たくましく生き

ていこうとする若い力を描いたさわやかな物語。 

 

『モニタールーム』  
山田悠介著（913 .6－ヤマ） 

100万個の地雷地帯から脱出せよ！ 

 

『グラツィオーソ』 山口なお美[著] （913.6－ヤマ） 

弱小吹奏楽部が夢舞台へ挑む！目指せ普門館！！ 

 

『ふたりの距離の概算』  
米沢穂信著（913.6－ヨネ） 

あいつが誰かを傷つけるなんて、俺は信じない。

すれ違う心の距離を解き明かせるのか。 

 

メグ・キャボット作（933－キ） 

『人気者になる方法』 学園エンタメの女王が贈る

ホントの恋と友情の見つけ方！『プリンセス・ダイ

アリー 崖の下のプリンセス篇』 も入りました。 

 

『トンネルに消えた女の怖い話』  
クリス・プリーストリー著（933－プ） 

欲望、猜疑心、嫉妬…人間の心の隙間に

忍び寄るおそろしい魔の手。トンネルの

先には一体何が？  

 

『エミリーの記憶喪失ワンダーランド』  

ロブ・リーガー, ジェシカ・グルーナー作（933－リ） 

 

☆ 『孤独の愉しみ方 : 森の生活者ソローの叡智』  

ヘンリー・ディヴィッド・ソロー著（937－ソ） 

150年前、アメリカの森の中の湖の畔で、小屋を建

てて自給自給の生活をしながら遺した思索家の言

葉を、わかりやすくいまに生きる人に向けて編集し

ました。心豊かに生きる秘訣がこの本には書かれて

います。 

新着案内 らい★ぶらり 
～ほんのほんのいちぶ １０月４日～１０月１６日 展示分より～ 

 
大阪信愛女学院図書館  Ｎｏ．２４５ （２０１０．１０．２７．発行）  

締切ました！ 
CDCDCDCD のののの購入希望購入希望購入希望購入希望はははは予算枠予算枠予算枠予算枠にににに達達達達したためしたためしたためしたため、、、、    

今年度今年度今年度今年度のののの受付受付受付受付はははは終了終了終了終了しましたしましたしましたしました。。。。    

    

本本本本のののの購入希望購入希望購入希望購入希望はまだはまだはまだはまだ受付中受付中受付中受付中ですですですです。。。。 

� 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☆は購入希望です。 

インターネット利用についてのお願い 

図書館のインターネットはははは調調調調べものをするべものをするべものをするべものをする

ためにためにためにためにあります。ゲームやチャットなどの利

用はお控えください。 

個人情報の取り扱いについても、充分ご注

意ください。どこでどんな被害にあうかわか

りません！ 



☆ Ｃ Ｄ ☆  
 

☆ 『薄桜鬼キャラクターＣＤ 原田左之助』 

☆ 『薄桜鬼キャラクターＣＤ 土方歳三』 

☆ 『薄桜鬼キャラクターＣＤ 風間千景』 

☆ 『BLEACH B STATION ４th SEASON Vol.１』 

☆ 『涼宮ハルヒの憂鬱 新キャラソン⑤ キョン』 

☆ 『“文学少女”と死にたがりの道化』 

☆ 『初音ミクの消失』 

☆ 『戦国 BASARA 弐 音楽絵巻～乱世、再び～』 

☆ 『キューティクル探偵因幡』 

☆ 『遥かなる時空の中で③』 

☆ 『家庭教師ヒットマン「REBORN!」 

キャラクターアルバム Song Blue』 

☆ 『KOBATO O.S.T.②』 

☆ 『怪談レストラン』 

☆ 『パイレーツ・ロック』 

☆ 『特攻野郎 A チーム the movie』 

☆ 『Jubeat ripples』 

☆ 『Jubeat』 

 
 

 ☆ 文 庫 ☆  
 

☆ 『これはゾンビですか？①～⑤』 木村心一著 

☆ 『Ｓ彼氏上々①～③』 ももしろ著 

☆ 『緋弾のアリア②』 赤松中学著 

『うつを見つめる言葉』 曽野綾子著 

『ストロベリーナイト』 誉田哲也著 

『ブラックペアン 1988 上・下』 海堂尊 [著]  

『空ろの箱と零のマリア④』 御影瑛路 [著] 

 
斎藤茂太著（159－サ） 

『なぜか「感じのいい人」ちょっとしたルール』 

『「いい人だけどグズ」を直したい人が読む本』   

 
 

☆ 小説以外の単行本 ☆ 

 

『中学生はこれを読め!②』  

北海道書店商業組合編（019.5－チ） 

 

『大人のための比べる!図鑑 : エンタメから

マ ネ ー 事情まで徹底比較』  PHP 研究所編

（031.5－オ） 

話のネタ、仕事のヒントになる 40テーマ 

 

『いのちの絆 : ストレスに負けない日野原流生き方』  
日野原重明著（159－ヒ） 

どんなときでも、前向きに生きるための１０の秘訣。 

☆ 『俺がおまえの人生を変えてやる！』 

アンドリューW.K.著(159－オ) 

ありとあらゆる悩みへのアンドリューW.K.

の解答は、時にユーモラス、時にシリアス

でディープ。 

 

『その一言が歴史を変えた : 「汝自身を知

れ」から「悪の枢軸」まで世紀の名言・珍言・暴言 50』  

ヘルゲ・ヘッセ著（204－ヘ） 

歴史を変えたのは「名言」だけではない。 

 

『日本国号の歴史』 小林敏男著（210.02－コ） 

「日本」という国号は、いつ誰が、どう定めたのか。 

 

『世界の国 1 位と最下位 : 国際情勢の基礎を

知ろう』 眞淳平著 （302－シ） 

大国と小国との対比で読み解く世界の動き 

 

『知らないではすまないニッポンの政党』  
田原総一朗著（315.1－タ） 

ニッポン政治の明日はどっちだ！？ 

 

『日米安保 Q&A : 「普天間問題」を考えるために』  
水島朝穂 [ほか] 著 ; 「世界」編集部編（319.105－ミ） 

日米安保を根底から問う 

 

『大江戸捕物帳の世界』 伊能秀明著（322.15－イ） 

華やかな江戸文化にひそむ、かくも恐ろしい刑罰の

数々。 

 

『国際貢献のウソ』 伊勢崎賢治著（329.36－イ） 

国際 NGO、国連、日本政府を 30年渡り歩いて痛感

した「国際貢献」の美名のもとのウソやデタラメと

は。 

 

『浜矩子の「新しい経済学」 : グローバル市民主義の薦め』  

浜矩子著（333.6－ハ） 

独自の視点から描き出す“潰し合い”から“分かち

合い”へ、これから先の経済論。 

 

『外国語のおしごと : 高校生の今、見つける』  
（366.29－ガ） 

将来、得意なことばで働きたいあなたへ、

先輩たちからのメッセージ。 

 

『「こうのとりのゆりかご」を見つめて』  
熊本県立大学編著（369.4－ク） 

施設「こうのとりのゆりかご」（赤ちゃんポスト）

設置から２年。いのちを取り巻く現在、そして未来

に託された課題とは何か、ゆりかごは問いかける。 

 

『塾に行かない選択 : 親子で迎えるはじめての

高校受験』 高原涼著（376.8－タ） 

 

 

『代理ミュンヒハウゼン症候群』  
南部さおり著（367.6－ナ） 

ホラ、けなげに看病する私を見て！ 

 

『0・1・2 歳あそびの宝箱ベスト 100 :  発

達に合わせて楽しめる』  
東正樹, 東敬子著（376.157－ア） 

どんなあそびの種類でも、原点を変えず

に変化させることで、どんな年齢・発達

にも応じたあそびになります。  

 

『保育士採用試験完全攻略問題集 2011 年度版』  

新星出版社編集部編（376.14－ホ） 

 

『イケイケ、パニッカー : 自閉症の子育てマン

ガ&エッセイ ①②』 高阪正枝著（378－コ） 

ユーモアと思わずどっきり、鋭さあふれるマ

ンガとエッセイ。子育て・教育のヒントがい

っぱい！ 

 

『考える技術としての統計学 : 生活・ビジネス・投資に生

かす』 飯田泰之著（417－イ） 

 

『アインシュタインと猿 : パズルでのぞく物理の世界』  

竹内薫, 原田章夫著（420.4－タ） 

 

『ママ、生まれる前から大好きだよ! : 胎内記

憶といのちの不思議』 池川明著（495.6－イ） 

この世で親子になることは、生まれる前か

らの約束。  

 

『崩壊する医療の現場を再生させる道はあ

るのか : 今のままでは、あなたの町から病院が消え

る』  船曵孝彦著（498－フ） 

病院のあいつぐ閉鎖や縮小、医師や看護師の

深刻な不足、医療費削減のツケはここまでき

た！ 

 

『女医裏物語 : かけ出し女医のトホホ体験記』  

神薫著（498.14－ジ） 

患者のみなさんゴメンなさい！いま明かさ

れる医学部と研修医の日々、笑撃の秘話。 

 

☆ 『エッシャーとペンローズ・タイル』  
谷岡一郎著（414.1－タ） 

画家エッシャーの描いた不思議絵の数々にも

触れながら、ピタゴラスの五角形、黄金比、

四次元の表現法、フラクタルなど、最先端の

数学の奥深さが視覚的に楽しめる一冊。 

 

『簡単かわいい!手作り布おもちゃ&布小

物 : 作って遊んで、親子 3 代で楽しめる』  
（594－カ） 

 

 

『散歩で暮らしでエコな手づくり雑貨』  
蔭山はるみ著（594－カ） 

お散歩で見つかる自然素材や暮らしで使った不用

品に、ハンドメイドしましょ。 

 

『具だくさん"食べるラー油"の作り方・食べ

方』 竹内ひろみ著（596－タ） 

“食べるラー油”本の一番星！今日はごはん

に、明日はおつまみ、あさっては･･･ 

 

『1 日 6 食ダイエット 100kcal レシピ集』  
浜内千波著（596－ハ） 

まんぷくなのに必ず痩せる！ 

 

『だから僕は船をおりた : 東京生まれの元漁師が挑む、フ

ードアクション! 』 近江正隆著（601.1－オ） 

「食」の安心安全、子どもの未来、地方の活性化、

社会のためにできることが僕にもあった！ 

 

『美術×映像 : 境界領域の創造的カオス』  

松本俊夫編 ; 佐野眞澄企画・プロデュース（704－ビ） 

美術と映像の接点に生まれるこれまでにない複合

領域のおもしろさ！美術と映像にいま、何が起こっ

ているのか？ 

 

『ちびまる子ちゃん大図鑑』（7 26.1－サ） 

アニメ「ちびまる子ちゃん」20 年分が本

になりました！ 

 

☆ 『ビートルズからのラブ・レター : 4 人がやりとりした

51 通のポストカード』 リンゴ・スター著（764.7－ビ） 

ジョン、ポール、ジョージのつづった未公開

ポストカード 51 枚をオールカラーで収

録！！ これまで発売されなかったビート

ルズの書簡集！！ 
 

☆ 『ぜんぶ☆Hey!Say!JUMP』  

スタッフ JUMP 編（767.8－ヘ） 

 

『トイレの神様』 植村花菜著（767.8－ウ） 

最愛の家族への思いを綴った「トイレ

の神様」感動の誕生秘話 

 

『スポーツを仕事にする!』 生島淳著（780－イ） 

選手以外にも、こんな道が！急増する大学のスポー

ツ関連学科や、急成長する職業の今をレポートする。 

 

『英文法練習帳』 晴山陽一著（835－ハ） 

複雑微妙でモヤモヤの多い英文法。「３つの法則」

を身につければスッキリ覚えられる！ 

 

『その英語、ネイティブは笑ってます』  

デイビッド・セイン, 岡悦子著（837.8－セ） 

正しいつもりが大間違い！危険＆ベストフレーズ

集 


