
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

☆ Ｃ Ｄ ☆  
 

☆ 『“文学少女”と死にたがりの道化  

ドラマＣＤ後編』 

☆ 『keep the beats』 

☆ 『DJCD TV アニメ「戦国 BASARA 弐」 

【金剛】第 1 巻』 

☆ 『オトギソングスＢＥＳＴ１０』 

☆ 『オオカミさんとおむすびころりん対決』 

☆ 『ナンバーワン・エイティーズ 

ムービー・ヒッツ』 
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 ☆ 文 庫 ☆  
 
☆ 『俺様!何様?執事サマ!?』 燈色著 

☆ 『小説僕の初恋をキミに捧ぐ』  

橋口いくよ著 ; 青木琴美原作 

☆ 『マクロスフロンティア③ アナタノオト』 

☆ 『マクロスフロンティア④ トライアングラー』 

☆ 『神様のメモ帳⑤』 杉井光著 

☆ 『名前探しの放課後 上・下』 辻村深月[著]  

☆ 『緋弾のアリア ③～⑦』 赤松中学著 

 

有栖川ケイ著 

☆ 『セイント・ビースト 暗闇の天使たち』 

☆ 『セイント・ビースト 天空の失楽園』 

 

ももしろ著 

☆ 『Ｓ彼氏上々Second①～③』 

☆ 『Ｓ彼氏上々Final①～③』  

☆ 小説類 ☆ 

 

＊ 『マンチュリアン・リポート』  
浅田次郎著（913.6－アサ） 

昭和天皇の密使が綴る「満州報告書」そこに何が書

かれ、何が書かれなかったか。 

 

『ストーリー・セラー』 有川浩著（913.6－アリ） 

世の中には、物語を「愛する人」と、物語に

「愛された人」がいる。すなわち、読む側と、

書く側。残念ながら、どちら側の人間かを自

分で決めることはできない。 

 

『マリアビートル』 伊坂幸太郎著（913.6－イサ） 

元殺し屋の「木村」は、幼い息子に重傷を負わせた

相手に復讐するため、東京発盛岡行きの東北新幹線

に乗り込む。物騒な男たちを乗せた新幹線は北を目

指して疾走する！ 

 

『吸涙鬼 : Lovers of Tears』  

市川拓司著（913.6－イチ） 

悲しみの涙を流す少女、彼はその生を願い、

そっと瞳に唇を寄せる･･･ 

 

『一週間』 井上ひさし著（913.6－イノ） 

若き日のレーニンの手紙、それはレーニンの裏切り

と革命の堕落を明らかにする、爆弾のような手紙だ

った… 

 

『みぽりんのえくぼ』 岡田典子文 

 岡田美穂絵（916－オカ） 

13 年と 7 ヶ月で生涯を終えたみぽりんの絵手紙を

交えた闘病の記録。 

 

『ブレイズメス 1990』 海堂尊著（913.6－カイ） 

守銭奴医現る。大学病院にまた革命児が！ 

 

『ひそやかな花園』 角田光代著（913.6－カク） 

親と子、夫婦、家族でいることの意味。人と人とが

つながり、生まれるもの。 

 

『優しいおとな』 桐野夏生著（913.6－キリ） 

優しいおとなは滅多にいない。優しくない

おとなからはすぐ逃げろ。どっちつかずの

おとなは僕たちを苦しめる。家族をもたず、

信じることを知らない少年の孤独な魂は

どこへ行くのか。 

 

『着ればわかる!』  

酒井順子著（914.6－サカ） 

欲求のままに扮装、偽装、変装、仮装の体

験エッセイ 

 

 

 

『昆虫部』 椙本孝思著（913.6－スギ） 

「つまんねー」「くだらねー」「やる気

しねー」そんな高校生がひょんなこと

から入部したのは、校内一マイナーな

「昆虫部」青春の悩みは虫に聞け！ 

 

『光待つ場所へ』 辻村深月著（913.6－ツジ） 

悔しい、恥ずかしい、息苦しい――。それでも日々

は、続いていく。今もっとも注目の作家・辻村深月 

心震わす傑作青春小説！ 

 

☆ 『現代語裏辞典』  
筒井康隆著（913.6－ツツ） 

総項目数１２０００の言葉をエスプリ

と毒をきかせて定義しなおす一家に１

冊、抱腹絶倒の書。著者にかかると日

本語はかくも面白い。  

 

『きみはなぜ生きているのか?』  

中島義道作（913.6-ナカ） 

高校生になって、ひきこもってしまったクライ君の

もとに、ある日とどいた一通の手紙。そこには少年

を勇気づけるように、「過去」「未来」「いま」そし

て「死」について、つづられていました。 

 

『小さいおうち』  
中島京子著（913.6－ナカ） 

昭和モダンの記憶を綴るノートに隠され

たひそやかな恋愛事件  

－直木賞受賞作－ 

 

『ゆんでめて』 畠中恵著（913.6－ハタ） 

屏風のぞきが、行方不明？泣かないで若だんな！ 

 

『ヌれ手にアワ』  
藤谷治著（913.6 －フジ） 

人生一発大逆転の夢見るワケアリ５人

のお宝争奪戦！ 

 

『銀河寮ミステリー合宿』 松原秀行著（913.6－マツ） 

レイたちは秋の連休を利用し合宿へ。推理クイズで

盛り上がっているところへ大事件発生。 

 

☆ 『いちご水』 美嘉著（913.6－ミカ） 

日本中を感動させた恋空の著者が今、いちばん、み

んなに伝えたいこと…。 

 

☆ 『港町ヨコハマ異人館の秘密』  
山崎洋子著（913.6－ヤマ） 

昼間は、名門ミッションスクールに通うお

しとやかな女学生。夜は、俥夫として、港

町ヨコハマを駆けめぐる少女おりんが、

「悪魔からの手紙」におびえる級友を救う

ため、俥引きで鍛えた脚力と、持ち前の好

奇心を武器に、謎に挑む。  

新着案内 らい★ぶらり 
～ほんのほんのいちぶ １０月１８日～１０月３０日 展示分より～ 

 
大阪信愛女学院図書館  Ｎｏ．２４６（２０１０．１１．１１．発行）  

� 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。＊は先生からの申請。 

 

雑誌の付録を展示し、ご希望の方に抽選で差し上げます。 

展示・応募受付 ： 11 月 15 日（月）～11 月 20 日（土） 

発 表   ： 11 月２２日（月）当選通知発行 

≪ご注意≫    応募応募応募応募はははは１１１１人人人人１１１１点点点点のみのみのみのみ、、、、他人他人他人他人のののの名前名前名前名前をををを使使使使ったとったとったとったと思思思思われるものはわれるものはわれるものはわれるものは無効無効無効無効とします。 



『キリン』 山田悠介著（913.6－ヤマ） 

天才精子バンクで生まれた兄弟――兄は天才数学

者への道を歩むが、弟は母親からも見放されてしま

う。「失敗作」の烙印を押された弟は孤島の施設に

入れられてもなお、なんとか家族の絆を取り戻そう

とするが…。 

 

『ヘタな人生論より枕草子』  
荻野文子著（914.3－オ） 

清少納言の“美意識”から自分自身の

磨き方を学ぶ！ 

 

『嘘つきは恋のはじまり』 メグ・キャボット作（933－キ） 

人気者でスポーツマンのカレシ、おしゃれで楽しい

毎日･･･のハズ。そこへ昔のヒミツをにぎる幼なじ

みが町にもどってきた。目的は復讐？それとも―。

ガールズトーク満載のロマンチックコメディ！ 

 

☆ 『ぼくの名はチェット』  
スペンサー・クイン著（933－ク） 

リトル探偵事務所に持ち込まれた、ひとり

の優秀な女子高校生失踪事件。私立探偵バ

ーニー・リトルと相棒の大型犬チェットと

調査を開始したのだが・・・。 

 

☆ 『墓場の少年 : ノーボディ・オーエンズの奇妙な生活』 
ニール・ゲイマン著（933－ゲ） 

この子をノーボディと名づけよう―。ある夜、一家

が殺害された。たったひとり、生き残ったよちよち

歩きの赤ん坊が迷い込んだのは、真夜中の墓地。こ

の日から、墓地の幽霊たちの愛情溢れる、世にも奇

妙な子育てが始まった…。 
 

 

☆ 小説以外の単行本 ☆ 

 

『ネット・バカ : インターネットがわたしたちの脳にしているこ

と』  ニコラス・G・カー著（007.3－カ） 

「グーグル化」でヒトはバカになる。さまざまなイ

ンターネットメディアを当たり前のように使う日

常のなかで、実は私たちの脳は少しずつ変化してい

るのだ。 

 

『アレの名前大百科』（031－ア） 

知らなくても生きられる！でも、知って

いればちょっとうれしい！ 

 

『雑菌主義宣言!』 斎藤孝著（159－サ） 

厄介でわずらわしくて不愉快なこと＝雑菌から学ぶものは実に多い。うようようごめく雑菌をふりかけのように浴びて、たくましく生きてこその人生だ！ 

  

『 女 た ち の明治 維 新』  鈴 木 由 紀 子 著

（210.61－ス） 

歴史を動かした女の底力！ 

＊ 『帝国の落日 : パックス・ブリタニカ完

結篇 上・下』  

ジャン・モリス著（233.07－モ） 

ローマを凌ぐ繁栄の頂点から、大英帝国の衰退が始

まった 

 

『伝える力 : 「話す」「書く」「聞く」能力が仕事を変える!』  

池上彰著（336.4－イ） 

わかりやすい解説で人気の著者が、コミュニケーシ

ョンの秘訣を披露する。 

 

『エリートの条件 : 世界の学校・教育最新事情』  

河添恵子著（371.5－カ） 

勉強ができても魅力的なリーダーにはなれない。 

 

『中学生の本当に正しい勉強法』  
児保章亮著（375－コ） 

本当の基礎力は中学校の勉強で決まる。 

 

☆ 『国語の教科書 : 小学生のよくあるつま

ずきと苦手がたちまちなくなる 40 の方法』  

栄光ゼミナール編著（375.82－コ） 

 

『使える!保育のあそびネタ集 ゲーム・あそび編』  
井上明美編著（376.157－イ） 

 

☆ 『9 割受かる勉強法』 松原一樹著（376.8－マ） 

大学受験をはじめ、TOEIC、資格試験、公務員試験

など、さまざまな「勉強」に応用できる戦略的な勉

強法。 

 

『くたばれ!就職氷河期 : 就活格差を乗り越えろ』 
常見陽平著（377.9－ツ） 

実際に企業、大学などを取材し、絶望的といわれて

いる就活にも希望の芽がある。就活生、その親以外

にも、大学の就活担当者、企業の採用担当者に読ん

でもらいたい。 

 

『いざ志願!おひとりさま自衛隊』  

岡田真理著（392.1－オ） 

京都在住のごくフツーの女性が、酔った勢い

で応募した「予備自衛官補」の試験に合格！

27歳おんな一匹、男の園へ突撃！！ 

 

『だまし絵のトリック : 不可能立体を可能にする』  
杉原厚吉著（414.6-ス） 

不可能立体を可能にする方法を徹底指南。だまし絵

の新しい楽しみ方、教えます。 

 

『ウイルス!細菌!カビ!原虫! : 微生物のことがよくわかる

「20」の話』  

ヘールト・ブーカールト作（465－ブ） 

目で見えないほど、すごく小さい。でも、いな

くなったら、たいへんなことになる。そんな、

すごいヤツらって。いったい、なにもの？ 

『パンダの飼い方 : 猛獣・珍獣・和み獣と暮らし

てみたい!』 白輪剛史著（480.76－シ） 

動物園の人気者は買えるのか？飼えるのか？ 

 

『先生、子リスたちがイタチを攻撃しています!』  

小林朋道著（481.78－コ） 

ますますパワーアップする動物珍事件を、人間動物

行動学の最先端の知見をちりばめながら、軽快に描

きます。 

 

『奈良発オレたちシカをなめるなよ!』 

有本隆著（489.86－ア） 

オレたちは奈良が好きだ。そこに集う人間

との共存を願っている。だから、オレたち

の思いを真剣に聞け！（なめシカより） 

 

『よみがえる脳 : 脳は環境の変化に対応し、何歳になっても、

絶えず変わりつづける』 生田哲著（491.371－イ） 

「大人の脳は変わらない」実はコレ、大変な間違

い！！ 

 

『親ががんだとわかったら : 家族目線のがん治療体験

記』 はにわきみこ著（494.5－ハ） 

72歳の父にがん発覚！娘は何をすればいいの？ 

 

『まいど! : 宇宙を呼びよせた町工場のおっちゃんの物語』  

青木豊彦著（538.9－ア） 

人工衛星「まいど１号」の生みの親が、いま初めて

つづる涙と笑いの奮闘記 

 

『小惑星探査機「はやぶさ」の奇跡 : 挑

戦と復活の 2592 日 : Hayabusa』  
的川泰宣著（538.9－マ） 

「宇宙開発の語りべ」が管制室で見た

「チームはやぶさ」の闘い。小さな探査

機のはるかな旅が大きな感動を呼び起

こす。 

 

☆ 『アンダーグラウンド・ロック T シャツ : Ripped』 
シーザー・パディーヤ著 （589.22－バ） 

カウンターカルチャー(対抗文化)の音楽

が生んだ Tシャツの、ひとつの視覚文化

史。ロックンロールが席巻してから、皮

肉にも人々が消費主義に傾倒し始めるま

での期間に世に出回った Tシャツを一挙

に紹介した初めての本である。 

 

『下着の品格 : 下着で変身!強く美しく!できる女になる!』  
大鳥居舞著（593.39－オ） 

多くの女性に捧げたい！下着でハッピーライフを

手に入れよう。 

 

 

 

『どうしても捨てられない!!あなたのため
の捨てずに快適収納術』  

腹肉ツヤ子著（597.5－ハ） 

ものを捨てなくても、スッキリ片付いた部屋と探さ

ない生活が手に入る！ 

 

『日本の食卓から魚が消える日』  
小松正之著（602.1－コ） 

漁業者の乱獲、流通業者の買いたたき、消費者の魚

離れという悪循環が、良質の魚が手に入りにくい状

況を作り出している。“負の連鎖”を断ち切れ！ 

 

『ギャル農業』 藤田志穂著（611.7－フ） 

年商三億円のギャル社長、渋谷から農業の世界へ。

ノギャル始動！ 

 

『キノコの魅力と不思議 : 見た目の特徴・発生

時期・場所から食感・毒の有無・中毒症状まで』  

小宮山勝司著（657.82－コ） 

キノコはこわくておもしろい！ 

 

『「買いたい!」のスイッチを押す方法 : 消費者の心と行

動を読み解く』 小阪裕司 [著]（675－コ） 

消費者の心と行動を読み解き、「買いたい！」を創

り出す 

 

☆ 『学園アリス 7.5 公式ファンブック』  

樋口橘著（726.1－ヒ） 

 

☆ 『日和キャラ大全集 : ギャグマンガ日和公式キャラブッ

クこぞりこぞって大集合 : kozorimakure』  
増田こうすけ著（726.1－マ） 

 

☆ 『The sartorialist』  

Scott Schuman （748－Ｓ） 

 

『手足の描き方マスターガイド : 写真と

図で徹底解説!』 横溝透子著（726.1－ヨ） 

 

☆ 『戦国無双３公式設定資料集』  

ω-Force 監修（798－セ） 

  

『センパイ!その日本語ざんねんです! : 

使っちゃいけない勘違い・場違い・知ったかぶり』  

植松眞人著（810.4－ウ） 

 

『たったの 72 パターンでこんなに話せるフランス語
会話』 小林知子, エリック・フィオー著（857.8－コ） 

 

 

☆ 資格試験 ☆ 

 

☆ 『受かる!数検過去問題集3級 : 予定経験値5EV』  

☆ 『ユーキャンの英検 2 級直前対策問題集』 
 


