
アンケートにご協力を！ 

今年もやります。「図書館利用ア

ンケート調査」図書館をよくする

ために、ご協力お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

☆ マンガ ☆ 

 
『生贄の子』  

なぜ子どもを虐待する親がいるのでしょう？ 

 

『晴れときどきアスペルガー』  
ごとう和漫画 ; 今村志穂原作 

つまずきやすくて、だからこそ強く手を握りあう発

達障害の家族と向き合った母のありのままの真実。 

  

『美味しんぼ 105 巻』 花咲アキラ画/雁屋哲作 

 

 

☆ Ｃ Ｄ ☆  

 

『Animentine  : Bossa du animé』 

Clémentine[歌]  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☆ 文 庫 ☆  
 
『さくら色 : オカンの嫁入り』 咲乃月音著 
『手紙』 東野圭吾著 
『スカイ・クロラ』 森博嗣著 
 
『今から始めてらくらく使えるツイッター超入門』  

本田雅一著 

 
☆『ランジーン×コート』 大泉貴著 
☆『僕は友達が少ない④』 平坂読著 
☆『ねくろま。』 平坂読著 

 
＊ 『白銀ジャック』 東野圭吾著 

 
 

 

☆ 小説類 ☆ 

 

『13 歳のシーズン』 あさのあつこ著（913.6－アサ） 

家庭環境も違えば、性格も違う四人。夏休

みの宿題で発表する年表作りを一緒にす

ることになってから、次第にお互いの存在

を認め合うようになる。だが年表にトラブ

ルが発生してしまい…。  

 

『チア男子!!』 朝井リョウ著（913.6－アサ） 

大学チアリーディング界初の男子のみ

のチーム結成を決意したのだ。それぞれ

に事情を抱える超個性的なメンバーが

集まり、チームは学園祭での初舞台、さ

らには全国選手権を目指すが…。 

 

『アナザー修学旅行』  

有沢佳映著（913.6－アリ） 

話すことも、話す言葉も、話し方も、考え方

も、行動も、ぜんぶ中学生！ 

 

☆『ぬらりひょんの孫 大江戸奴良組始末』 
椎橋寛, 大崎知仁著（913.6－シイ） 

江戸時代、総大将ぬらりひょんと珱姫の

鯉伴子育て奮闘録、リクオの遠野修業編

裏話、竜二と魔魅流が京都に跋扈する新

妖怪の謎に迫る始末記など三編を収

録！物語の裏に潜む闇、今宵その怪異を

垣間見ん―。  

 

塩野七生著（914.6－シオ） 

『日本人へ 国家と歴史篇』 『日本人へ リーダー篇』 

 

『トッカン : 特別国税徴収官』  
高殿円著（913.6－タカ） 

わたしたちは悪人ではない･･･たぶん。

前代未聞の税務署エンタメ登場！ 

 

『シャボン玉同盟』 梨屋アリエ著（913.6－ナシ） 

ぼくはシャボン玉のあの子に恋をした。それは触れ

ただけでパチンと消えてしまう、あまりに儚い恋だ

った。 

 

『ピスタチオ』 梨木香歩著（913.6－ナシ） 

なにものかに導かれてやってきた、アフリカ。すべ

ては、繋がり、死に、生まれ、また流れてゆく。 

 

『神様のカルテ②』  

夏川草介著（913.6－ナツ） 

信州にある「24 時間、365 日対応」の病

院では、今日も奇蹟が起きる。「一止と

ハルさん」の新たな物語。 

 

『猫物語 黒』 『猫物語 白』 

西尾維新著（913.6－ニシ） 

☆ 『都会のトム＆ソーヤ⑧ 怪人は夢に舞う 実践編』  

はやみねかおる著（913.6－ハヤ） 

この世界を救うため、怪人を夢の世界まで追いかけ

る―。そんな「究極のゲーム」をついに作りはじめ

る、内人と創也。しかしそこへ、謎の「ピエロ」か

らの不吉なメッセージが…。 

 

☆ 『謎解きはディナーのあとで』  

東川篤哉著（913.6－ヒガ） 

「失礼ながら、お嬢様の目は節穴でござ

いますか?」令嬢刑事と毒舌執事が難事

件に挑戦。ユーモアたっぷりの本格ミス

テリ。  

 

『往復書簡』 湊かなえ著（913.6－ミナ） 

手紙だからつける嘘。手紙だから許せる罪。手紙だ

からできる告白。「あのこと」の真相が、封筒から

零れ出す。 

 

『明日の風』 梁石日著（913.6－ヤン） 

騒乱。変革。相次ぐ近親者の死。非日常

と愛しき日常生活が混在する戦中戦後

の時代の空気と、そこに生きる少年の激

動の日々を描き切った渾身の長編小説。 

 

『うみねこのなく頃に Episode４ 下』  
竜騎 07 著（913.6－リユ） 

 

『勝手にふるえてろ』  

綿矢りさ著（913.6－ワタ） 

賞味期限切れの片思いと好きでもない

現実の彼氏。どっちも欲しい、どっちも

欲しくない。恋愛しないとダメですか？ 

 

『図書室からはじまる愛』  

パドマ・ヴェンカトラマン著（933－ヴ） 

1941 年、インド。お嬢さまとして何不自由

なく育ったヴィドヤは、尊敬する父親が重

いけがをおったことで生活が一変、苦しみ

の日々を送るようになる。しかし、禁じら

れた図書室にしのび込んだことから、希望

を見いだしていく。 

 
 

☆ 旅行書 ☆ 

 
『女子だけで社会科見学へ Go!』  

ふじいまさこ著 

社会科見学スポットをめぐって体

験！笑いのなかにもためになる（！？）情報満載の、

体当たり系イラストエッセイ。 

 

『大阪いま評判のうまい店 500 軒 2011 年版』 
成美堂出版編集部編 

新着案内 らい★ぶらり 
～ほんのほんのいちぶ １１月２日～１１月２０日 展示分より～ 

 
大阪信愛女学院図書館  Ｎｏ．２４７（２０１０．１２．１．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。＊は先生からの購入希望です。 

冬休みのお知らせ 
 

【貸出】 いつもより長く借りられます。 

12 月１日（水）～12 月 22 日（水） 

 

【返却】 1 月 14日（金） ＊期限厳守のこと！ 

 

【閉館】 12 月 23 日（木）～1 月７日（金） 

1 月８日（土）から通常通り。 

返却し忘れている本や CD がある方は、

至急返却を！また、持ち主不明の図書館

の本や CD があれば、図書館にお持ちく

ださい！ 



☆ 小説以外の単行本 ☆ 

 

『高校生はこれを読め！』 「高校生はこ

れを読め！」編集委員会編（019.5－コ） 

本読みの達人大集合、97 人のこれ読め

172 冊！ 

 

東京大学教養学部編（041－コ） 

『高校生のための東大授業ライブ 純情編』 
『高校生のための東大授業ライブ 熱血編』 

東京大学駒場キャンパス「高校生のための金曜特別

講座」発、大人にも魅力的な、豊かな学問の世界へ、

いざ。 

 

『池上彰の新聞活用術』 池上彰著（070.4－イ） 

新聞を読んで仕事・勉強に役立つスキルを身につけ

よう 

 

『13 歳からの暗記ノート : スイスイ覚えら

れる 31 の方法』  
小野田博一著（141.34－オ） 

無理やり覚えようとしていない？一度覚

えたら絶対に忘れない超効率テクニック 

 

『日本人には「2 つの性格」しかない : 「みんなと同じ」

で安心するシゾフレ型 : 「自分が中心」のメランコ型』  
和田秀樹著（141.93－ワ） 

あなた自身と、あなたの隣にいる人の性格がわかる 

 

『夢は逃げない。逃げるのはいつも自分
だ。』 高橋歩著（159－タ） 

冒険と愛に生きる自由人・高橋歩の夢を

叶えるための語録集!! 

 

＊ 『イタリア古寺巡礼 : ミラノ→ヴェネツィア』  
金沢百枝, 小澤実著（196.7－カ） 

北イタリアの 12 の聖堂を訪ね、その見どころと逸

話を紹介。中世ヨーロッパの教会をめぐる「古寺巡

礼」シリーズ 

 

『世界史のおさらい（おとなの楽習）』  土屋彰久著 

現代用語の基礎知識編（209－ツ） 

 頭から順番に暗記？そうじゃなくて、興味のわいた

順に読んでください。 

 

『日本史のおさらい（おとなの楽習）』 山田淳一著 
現代用語の基礎知識編集部編（210.1－ヤ） 

中学生レベルをさらりとおさらいしませんか？ 

 

☆ 『図説悪人辞典』  

六平十司著（280.4－ム） 

歴史を揺るがした「悪人」たちの生き様

を見よ！歴史的に見て“悪人”といわれ

る人物達の実態に迫る。 

 

『 真 説 ! 幕 末 キ ャ ラ ク タ ー 読 本  : 

BAKUMATSU 35 BOYS&GIRLS』  
伊藤春奈著（281.04－イ） 

ちょっぴりミーハー。でも、ちゃんと

わかる！幕末の英雄たちの素顔をゴ

シップ満載で解き明かす。 

 

＊ 『残酷な王と悲しみの王妃』  
中野京子著（288.493－ナ） 

運命の支配か、宿命への挑戦か。数百年の

時を超え、王族たちの生々しい息遣いがこ

こに甦る。 

 

＊ 『白洲正子と歩く京都』  
白洲正子, 牧山桂子ほか著（291.62－シ） 

 “本物への厳しい眼”が選び抜いた、“本物の京都”

をここに見ることができる。  

『白洲正子“ほんもの”の生活』 （910.268－シ）も

入りました。 

 

『高校生のためのアフリカ理解入門 : 

お互いに学び合い、助け合うために』 秋田市

立秋田商業高等学校ビジネス実践・ユネス

コスクール班編（302.4－コ） 

アフリカに渡った秋田の高校生たちは

何を見、感じたのか？ 

 

『もしドラえもんの「ひみつ道具」が実現したら : タケ

コプターで読み解く経済入門』 藤野英人著（330.4－フ） 

もしあの道具が実現したら・・・を発想のベースに、

経済と世の中の“ひみつ”を解き明かします。 

 

☆ 『絶対よくなる!日本経済 : スパッとわかる経済ニュ

ースの大問題』 高橋洋一著（332.1－タ） 

財務官僚にダマされるな、消費税引き上げは大間違

いだ。 

 

『100 歳の夢』 日本ドリームプロジェクト編 ; 気張る!ふ

るさと丹後町協力（367.7－ヒ） 

100 年生きて、今が一番幸せだ。 

 

『ヘンな校則 : 全 193 条』 
ヘンな校則研究会著（375.2－ヘ） 

先生、そりゃないよ・・・。 

 

『保育の劇あそびシナリオ特選集 : ピアノ演奏 CD 付き

ですぐ使える!』 井上明美編著（376.157－イ） 

 

＊ 『佐伯チズの和美人の本』  

佐伯チズ著（385.9－サ） 

日本美人になりましょう 

 

『だまし世を生きる知恵 : 科学的な見方・考え方』  
安斎育郎著（404-ア） 

だまされるを科学すると豊かな人生が見えてくる 

『元素図鑑 : 世界で一番美しい』  
セオドア・グレイ著（431.11－グ） 

 

『長生きしたければ腸をストレスから
守りなさい : あなたを悩ます“お腹の不調"を

バカにしてはいけない!』  岡田研吉著（493.46－オ） 

「腸」と「脳」の密接な関係がわかってきた！ 

 

『かぎ針＆棒針でつくるかわいいブランケットと小物』  

（594.3－カ） 

 

『かわいいカップケーキが好き! : シフォ

ン・マフィン・蒸しパン』  
飯田順子著（596.6－イ） 

 

『もちもち、ふわふわ米粉の蒸しパン : 小麦粉・卵・乳

製品ゼロ』 上田まり子著（596.6－ウ） 

 

『米粉の手作りスイーツ : ふんわり、もちもちのおいしいス

イーツがいっぱい!』 のむらゆかり著（596.6－ノ） 

 

『産地の奥さんごちそう様! : こんな食べ方、

あんな食べ方 365 アイデア』  （596－サ） 

 

＊ 『デザイン/アート留学のすすめ』  

武蔵野美術大学国際部, BNN 編集部編（707-デ） 

海外でデザイン/アートを学びたい!武蔵野美術大学

国際部のノウハウと体験者のエピソードを凝縮。 

 

＊ 『School of design』  
スクールオブデザイン著（727－ス） 

デザインって何? 人気アートディレクターがつく

るデザインの新しい教科書。  

 

＊ 『School of graphic design』  
古平正義 [ほか] 著（727-ス） 

 

『まさこおばちゃんの新聞エコバッグの
作り方』 坂上政子著（754.9－サ） 

きれいな広告や風景写真などお気に入

りの新聞紙面を生かして、世界でひと

つだけのエコバッグを作りませんか。 

 

『キャラクター切り紙あそび : かわいい仲間たち 118 点 : 

春夏秋冬』 桜まあち著（754.9－サ） 

 

＊ 『江戸の気分』 堀井憲一郎著（779.13－ホ） 

病いとは戦わない、顔が信用のもと、神様はすぐそ

こにいる、米さえ食べられれば……生き生きと語り

継がれる江戸庶民の暮らしと知恵に学ぶ。 

 

『アスリートのための食トレ : 栄養の基本と食事計画』  
海老久美子著（780.19－エ） 

食べ物の力で強くなる！ 

 

『かけっこが速くなる 1 週間おうちレッスン+なわと
び・さかあがり : 3 才-10 才のうちに!』  

主婦の友社編（782.3－カ） 

 

『国語のおさらい（おとなの楽習）』 越智奈津著 

現代用語の基礎知識編集部編（810－オ） 

遠く離れてしまった国語と、もう一度なかよくなっ

てみませんか。 

 

『15 歳の日本語上達法』  
金田一秀穂著（810－キ） 

大切なのは漢字を記憶することより、

言葉で考えることだ！ 

 

『英語のおさらい』 稲葉剛著 

現代用語の基礎知識編集部編（830－イ） 

中学生レベルをさらりとおさらいしませんか？ 

 

『たった「10 パターン」の英会話』  
晴山陽一著（837.8－ハ） 

ネイティブがよく使う基本パターン 

 

＊ 『この経済小説がおもしろい! : ビジ

ネスと人生の本質に迫る絶対オススメ 78 冊』  

堺憲一著（910.26－サ） 

経済小説の目利きが超定番から話題の

最近作までを一挙紹介。 

  

『万葉恋歌』  
清川妙文 ; 林静一画（911.12－キ） 

時をへても色あせぬ。恋のときめき胸がふ

るえる。 

 

 

☆ 学習参考書 ☆ 

 

『鎌田真彰の化学有機化学』 鎌田真彰著 

＊ 『鎌田真彰の化学理論化学』 鎌田真彰著 

＊ 『福間智人の化学 : 無機化学』 福間智人著 

＊ 『化学 I・II 計算の考え方解き方』 卜部吉庸著 

『ユーキャンの英検 2 級これだけ!速習単熟語集』  

ユーキャン英語検定試験研究会編 

中島勝利著 

＊ 『NEW やさしく学ぶ英語リピートプリント』 

＊ 『英語リピートプリントハイパー』  

 

☆ 楽譜 ☆ 

 
『ヴァイオリンで弾けたらカッコイイ曲あつめました』 

『文化祭・発表会にピッタリのうた』  

 


