
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☆ 文 庫 ☆  
 

『聖書の名画はなぜこんなに面白いのか : 海外の美

術館めぐりが楽しくなる』 井出洋一郎著（196.7－イ） 

『青が散る 上・下』 宮本輝著 

『スコーレ No.4』 宮下奈都著 

☆『今日からマのつく鉄格子』 喬林知著 

☆『砂漠の国の物語 楽園の種子』 倉吹ともえ著 

☆“愛玩王子”シリーズ 片瀬由良著 

☆“碧陽学園生徒会議事録”シリーズ 葵せきな著 

☆『とある魔術の禁書目録○21』 鎌池和馬著 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆“大伝説の勇者の伝説” 鏡貴也著 

☆『月魚』 三浦しをん著 

☆『My Treasure 上・下』 心愛著 

 

 

 

 ☆ ＣＤ ☆  
 

☆『（500）Summer of days』  

☆『Glee the Music Vol.３』 
 

 

☆『真昼なのに昏い部屋』  
江國香織著（913.6－エク）  

満ち足りているはずの生活から、逃れ

ようもなくどんどんと恋に落ちていく。

私は転落したのかしら。でも、どこか

ら？ 

 

『「世間」を笑いとばせ!』 鴻上尚史著（914.6－コウ） 

日本社会に蔓延する「空気」や「世間」という名の

同調圧力。ネットで、会社で、学校で、襲いかかっ

てくるそんな圧力から逃れる場所をなくした末に

選ばれる結末は時として残酷なことになる。そうな

る前にできることは……！？ 

 

『おれのおばさん』  

佐川光晴著（913.6－サガ） 

高見陽介、14歳。乳が逮捕され、母と

離れ離れになったら、未来を拓く「出

会い」が降ってきた。 

 

『春告鳥 : 女占い十二か月』 杉本章子著（913.6－スギ）  

女の吉凶をズバリ。江戸の占い本が巻き起こす十二

人の泣き笑い 

 

宗田理著（913.6－ソウ） 

☆『ぼくらのミステリー列車』 

☆『ぼくらの「第九」殺人事件』 

☆『ぼくらの「最強」イレブン』  
 

 “フェンネル大陸 真勇伝”  
高里椎奈著（913.6－タカ） 

『黄昏に祈る人』 『星々の夜明け』 

 

『小説ホタルノヒカリ : ある干物女が恋愛の

大海へと泳ぎだすまでの序章』 ひうらさとる原作 

豊田美加作（913.6－トヨ） 

雨宮蛍 27 歳、グータラ生活を満喫する干

物女の彼女に、突然、イケてる上司の同居

人とステキ成分 100％の彼氏ができちゃっ

た！？ 

 

『県立コガネムシ高校野球部』  
永田俊也著（913.6－ナガ） 

年収四十億の財力にモノをいわせ、弱

小県立高校野球部長に就任した若き

女性実業家。甲子園出場のためのゴー

ジャスかつエグい手練手管に部員た

ちはヘキエキするが･･･。 

 

『KATANA (カタナ)』 服部真澄著（913.6－ハツ） 

古今東西、科学技術の最新の成果は、真っ先に戦場

にもたらされる。今、人類が手にしようとしている

のは、科学の恩恵か、それとも悪夢か？ 

 

 

『帰天城の謎 : TRICK 青春版』  

はやみねかおる著（913.6－ハヤ） 

ＴＲＩＣＫの世界を、はやみねかおる

がミステリー小説にした。山田奈緒子

と上田次郎は過去に出会って、事件を

解決していた！？  

 

『俺俺』 星野智幸著（913.6－ホシ） 

なりゆきでオレオレ詐欺をしてしまった

俺は、気がついたらその男になっていた。

実家には別の俺、職場の上司も俺、俺が

どんどん増殖する。うあああああ、どう

なってんの、わけわかんねえ。 

 

『貴族探偵』 麻耶雄嵩著（913.6－マヤ） 

召使が推理、貴族が解決、本格愛好家へ贈る、ディ

テクティブ・ミステリーの傑作 

 

『あんじゅう』 宮部みゆき著（913.6－ミヤ） 

三島屋の行儀見習い、おちかのもとにや

ってくるお客さまは、みんな胸の内に

「不思議」をしまっているのです。ほっ

こり温かく、ちょっと奇妙で、ぞおっと

怖い、百物語のはじまり、はじまり。 

 

☆『電脳コイル ②～⑤』 宮村優子 [ノベライズ]  

磯光雄原作（913.6－ミヤ） 

 

『思い出コロッケ』 諸田玲子 [著] （913.6－モロ） 

どうして私ではなかったのか。あの人となら、理想

の家庭を築いていけると思ったのに。 

 

『私と僕が生きた道 : 性同一性障害と向き合った 29 年』  

流星著（916－リユ） 

性の違和感に苦しみながらも、保育

士の夢に向かって、ひたむきに歩ん

できた「私」は、家族や友人の深い

愛に支えられて「僕」としての本当

の人生を手に入れた。～本学院卒業生
の作品です～ 

 

『奪い尽くされ、焼き尽くされ』  
ウェルズ・タワー著（933－タ） 

失われた夢。燃え残った願い。21 世紀のアメリカ

ン・ショート・ストーリーズ 

 

『プリンセス・ダイアリー 永遠のプリンセス篇』  
メグ・キャボット著（933－キ） 

お騒がせのラブコメディ、涙と笑いで感動の大

団円！ 

 

 

☆ マンガ ☆ 

 

『光とともに･･･⑮』 戸部けいこ著 

新着案内 らい★ぶらり 
～ほんのほんのいちぶ ９月１３日～１０月２日 展示分より～ 

 
大阪信愛女学院図書館  Ｎｏ．２４４ （２０１０．１０．６．発行）  

ようやく秋らしくなりました。芸術の秋？食欲の秋？ 

いえいえ、≪読書の秋≫到来ですよ！ 
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購入希望 締切迫る！ 

 

★ ＣＤの締切 

10/16（土）まで 

 

予算の都合上、内容や出版状況により、ご希望

に添えないこともあります。 

� 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。 



『新書がベスト : 10 冊で思考が、100 冊で生き方が変わる』  

小飼弾著（019.1－コ） 

知的アウトプットは新書を読むほど磨かれる！ 

 

『ケータイ・ネットに気をつけろ! : 訴えられたらどうする

の?』 富樫康明著（021.2－ト） 

すべてのホームページは違反だらけ！あなたは大

丈夫？ 

 

『電子書籍元年 : iPad & キンドルで本と出版業界は激変す

るか?』 田代真人著（023－タ） 

これからの「本」「著者」「出版社」「書店」の姿。 

 

『中国古典に探す座右の銘』 湯浅邦弘著（124－ユ） 

 

『記憶がウソをつく!』  

養老孟司, 古舘伊知郎著（141.34－ヨ） 

気づかないうちに記憶がひとりでに変わる！？ 

 

『くらべない幸せ : 「誰か」に振り回されない生き方』  

香山リカ著（146.8－カ） 

そろそろ「勝ち」にこだわるの、やめません？ 

 

『捨てちゃえ、捨てちゃえ』  
ひろさちや著（159－ヒ） 

「世間体」とか、「常識」なんて、笑い飛ば

したらいいんです。「こだわり」「世間」「欲

望」「自分」なんて捨ててしまいましょう。 

 

『これからを生き抜くために大学時代にすべきこ

と』 許光俊著（159.7－キ） 

こんな時代だからこそ、人生で必要な力を蓄える。 

 

『14 歳からの靖国問題』 小菅信子著（175.1－コ） 

 

『考えない練習』  
小池龍之介著（184－コ） 

頭で考えずに、もっと五感を使おう。

すると、イライラや不安が消えていく 

 

『聖書とは愚かな人々の記録である : 

神から与えられた 37 の知恵の言葉』 
曽野綾子著（193.04－ソ） 

「聖書」は、神々しい人々のお話というより、どこ

にでもいるちょっと愚かしい人々が登場する物語

である。 

 

『一番じゃなきゃダメですか?』  蓮舫著

（289.1－レ） 

躊躇、後悔、遠慮･･･いっさいナシの私の政

治信条 

 

 

『ニッポンの嵐』（291.09－ニ） 

「嵐」のメンバーが日本各地の魅力や課題を紹介 

『幕末・維新の江戸・東京を歩く』  
平成御徒組著（291.36－ヘ） 

幕末から明治維新にかけて江戸で起こった事

件にまつわる人物の足跡をたどりながら、史

跡や所縁の地を巡ります。 

 

『ガラパゴス化する日本』 吉川尚宏著（302.1－ヨ） 

このまま日本は衰退するのか？ 

 

『13 歳からの法学部入門』 荘司雅彦著（321－シ） 

自由、ときどき正義。武器は憲法と法律。 

 

『アメリカの高校生が読んでいる世界経

済の教科書』  

山岡道男, 浅野忠克著（333.6－ヤ） 

アメリカでは、高校生から世界経済の仕

組みを学ぶ！世界のお金とモノの流れを

知れば、日本経済の今と未来が見える！ 

 

『人生を変える朝活! : いいことだらけの朝時間

を徹底利用する』 常見陽平著（336－ツ） 

 

『欲しがらない若者たち』  
山岡拓著（367.6－ヤ） 

酒よりスイーツ、恋人よりも友達。独自調査で浮き

彫りになった、現代の若者の実像を徹底解剖する。 

 

『死んだ金魚をトイレに流すな』 近藤卓著（370.4－コ） 

いのちの大切さを実感できる子どもとできない子

ども。10歳から 12歳頃までの「いのちの体験」が

人生のレールをふたつに分ける。 

 

『発達がわかれば子どもが見える : 0 歳から就学までの

目からウロコの保育実践』  
乳幼児保育研究会編著（376.11－ニ） 

 

『保育者になりたいあなたへ : 学校選びか

ら就活までアドバイス・ブック』  

Latta 編集部編 （376.14－ホ） 

 

『だんごむしたいそう : 保育現場から生まれ

た : あそび&ダンス&卒園のうた 26』（376.157－ダ） 

保育の現場から生まれた、あたたかい楽曲たちが、

一冊の本になりました。 

 

『寄り道の多い数学』 大沢健夫著（410－オ） 

身のまわりの話題や先端科学をヒントに作られた

問題たちで頭の体操をしながら、数学の世界をのぞ

いてみませんか。 

 

『化石探し』 大阪地域地学研究会著（457.216－オ） 

駅や地下街のアンモナイト、街と野外の 63 ヶ所を

案内。デジカメで観察しよう。 

 

 

『日本で一番まっとうな学食 : 自由の森学園

食生活部の軌跡』 山本謙治編著（498.59－ヤ） 

自由の森学園の多くの卒業生が「自由の森

学園の食堂は、今から考えるとすごかった」

と言う。全国の中学校・高校で、そう言わ

しめるだけの食堂がどれほどあるだろうか。 

 

『高いわけ、安いわけ : 食品表示で読み解く価格差』  

NACS 東日本支部食部会編著（588.09－ナ） 

価格差の理由を表示から読みとり、メーカーに取材

して、わかりやすく解説。 

 

『新・片づけ術断捨離 : 「片づけ」で、人生が変わる。』  

やましたひでこ著（597.5－ヤ） 

不要なモノを片づけて、必要なモノだけが残ったと

き、新しい自分を発見できる。 

 

『子ヤギの時間 : あなたに伝えたい子ヤギから

のフォトメッセージ』 子ヤギの時間編集部編  

平林美紀撮影（645.4－コ） 

 

『いのちをいただく』  
内田美智子文 ; 諸江和美絵（648.22－ウ） 

想像してみてください。食卓に並べられたその肉に、

その野菜に輝く命があったことを。 

 

『社長をだせ!最後の戦い : vs 伝説のクレーマー』  
川田茂雄著（673.3－カ） 

世界に名だたる日本の数々の大企業の会長、社長、

役員を、クレームで文字どおりに引っ張り出した、

トンデモない伝説的な男がいたのです。 

 

『幸せの新しいものさし : 一足先に次の豊

かさを見つけた 11 人』 博報堂大学幸せのもの

さし編集部著 （675－ハ） 

こんな生き方があったのか！日本もま

だまだ捨てたもんじゃない。希望あふれ

る「いい話」を満載。 

 

☆『ラクガキ・マスター : 描くことが楽しくなる絵のキホン』  

寄藤文平著（725－ヨ） 

誰でも鼻歌まじりで絵が描ける、簡単、かつ楽しい

やり方を解説。  

 

☆『ヴァンパイア騎士公式ファンブック X』  

樋野まつり著（726.1－ヒ） 

 

☆『Ｃｉｅｌｏ 天野こずえ画集③』  
天野こずえ画（726.1－ア） 

 

☆ 『カワサキ・キッド』  
東山紀之著（767.8－シ） 

初めて語るおいたち、運命の出会い、そ

して、いま、帰る場所は―。「ヒガシ」、

ありのままのモノローグ。  

 

『歴史ドラマの大ウソ』 大野敏明著 （778.8－オ） 

歴史ドラマ好きに捧げる正しい歴史の楽しみ方 

 

『コアトレスタートブック : 体幹を鍛える』  

有吉与志恵著（780.7－ア） 

コアトレのコアとは、身体を安定させる筋肉たちの

こと。大切だが深層部にあるコアの筋肉たちに働い

てもらうには、どうすればいい？ 

 

『甲子園だけが高校野球ではない』  
（783.7－コ） 

甲子園だけではなく、全国の地方大会でくり

広げられた高校球児たちの－というよりは

人間のドラマである。 

 

『語源でふやそう英単語』 小池直己著（834－コ） 

英単語をおぼえるのは大変。そこで語源という整理

ボックスに入れて、まとめておぼえていこう、とい

うのが本書の提案です。 

 

『言いたいことが言える書きたいことが書けるフラ

ンス語の作文』 藤田裕二,  

シルヴィ・ジレ=鈴木著（856－フ） 

 

『"文学少女"のグルメな図書ガイド』 ファミ

通文庫編集部企画・編集（902.3－ブ） 

物語や文学を、たべちゃうぐらい深く激し

く愛する“文学少女”がお薦めする、古今

東西の美味しい文学の図書ガイド！！ 

 

『くじけないで』 柴田トヨ著（911.56－シ） 

「人生いつだってこれから 朝はかならずやってく

る」90 歳を過ぎて詩を書き始めたトヨさん（98歳）

初の処女作品集 

 

 

 ☆ 旅行書 ☆  

 

『楽しく歩こう！関西ウォーキングガイド』 

 

『大阪歴史探訪ウォーキング』 
 

 “ウォーカームック”シリーズ 
 

 

☆ 楽 譜 ☆ ☆『ALI PROJECT』 

 

 

☆ 学習参考書 ☆ 
 

『すぐ書ける!志望理由書完全マニュアル』  

内田悟編著（376.8－ウ） 

その他、たくさんの参考書が入りました。 

全国の小学校・中学

校・高校に寄贈され

ました 


