
 
『ネオ・デジタルネイティブの誕生 : 日本独自の進化

を遂げるネット世代』 橋元良明 [ほか] 著（007.3－ハ） 
PC かケータイか、通話かメールか、動画かテキス
トか、高いネットリテラシーを持つ若者たちの間で

も、世代によって、ネットや情報に対する行動や意

識は驚くほど異なる。 
 
『調べる力 : いまどきネットだけじゃ、隣と同じ!』  

関沢英彦著（007.5－セ） 
信用できない情報だったら、ビジネスでは致命的

だ！誰でも手に入る情報では、まったく迫力はない。 
 

『iPad vs.キンドル : 日本を巻き込む電子

書籍戦争の舞台裏』 西田宗千佳著（023
－ニ） 
 
『電子書籍の衝撃 : 本はいかに崩壊し、

いかに復活するか?』 佐々木俊尚著（023－サ） 
本が電子化される世界。それは、どのような新しい

世界を作り出すのか？ 
 
『手づくり紙芝居講座』 ときわひろみ著（015.8－ト） 
 
『働き方』 稲盛和夫著（159－イ） 
「平凡な人」を「非凡な人」に変

える。人生において価値あるものを手に入れる法。 
 

『上手に傷つくためのレッスン』  
香山リカ著（146.8－カ） 

生きていればどうしても傷ついてしまう。

でも心の傷は、生きる力の源になる可能

性も秘めています。どうぞその傷を愛お

しみ、先へ進んでください。 
 
『私が一番受けたいココロの授業 : 人生が変わる奇

跡の60分』 比田井和孝, 比田井美恵著（159－ヒ） 
与えるものは、与えられる。 

 
『今日もていねいに。』  

松浦弥太郎著（159－マ） 
よく働き、よく暮らすための実用書 

 

 
 
『武士の一言 : 逆境を打ち破った男たちの名

言』 火坂雅志著（210.04－ヒ） 
命を賭して歴史を創りかえてきた武士らの残

した言葉には凄みがあり、現代人の心を強く

打つ。 
 
『図説古代仕事大全』 ヴィッキー・レオン著（231－レ） 
最古のハローワークへようこそ！ 

 
『坂本竜馬の「贋金」製造計画 : 明治維新を突き動

かした』 竹下倫一著（289.1－サ） 
公式史料に残る幕末維新の意外史 

 
『日本のはてな : 図解もついて 42 の不思議まるわか

り!』 はてな委員会編（302.1－ニ） 
遙か昔から現代まで日本のナゾに迫る！ 

 
『国境線の謎がわかる本 : なるほど図解! : 

危なすぎる国境線から不思議な飛び地まで』   
造事務所編著（312.9－ゾ） 

 
『欠陥「国民投票法」はなぜ危ないのか』 

隅野隆徳著（323.149－ス） 
改憲国民投票法を通して、日本国憲法を取り巻く状

況、そして私たちのとるべき姿勢について考えてみ

ましょう。 
 
『死刑』 読売新聞社会部著（326.41－ヨ） 
究極の刑罰の真実！ 

 
『地雷に奪われた夢車椅子がくれた希望 : 

NGOが国際支援の現場で出会った 13の物語』  
難民を助ける会著（329.36－ナ） 

ある日、庭で見つけた不思議なかたちのおもち

ゃ。それが地雷だと知ったのは、爆発で両腕と

片目を失った後でした。 
 
『マネジメント : 基本と原則』  

P.F. ドラッカー著（336－ド） 
ベストセラー『もし高校野球の女子マネージャーが

ドラッカーの『マネジメント』を読んだら』の 
原点となった書！ 

『18 歳のハローワーク』 （366.29－ジ） 
18 歳のハローワーク制作プロジェクト編著 

これからのシゴトと人生を考えるための１冊。 
 
『音楽の時間』  『技術・家庭の時間』  
『美術の時間』  『保健体育の時間』 

松井大助著（366.29－ゴ、５階推薦） 
 
『若者の働く意識はなぜ変わったのか : 

企業戦士からニートへ』 
岩間夏樹著（367.6－イ） 

終身雇用サラリーマンと定職につかない

若者たち。その心のうちを探る。 
 
『かまわれたい人々』   

森真一著（361.4－モ） 
干渉されたくないけど、ひとりぼっちは 
嫌だ！  
 

『おひとりさまの防犯術 : 女子必携-これ一

冊で泣き寝入りナシ!』 
平塚俊樹著（368.6－ヒ） 

世の女子、みんなスキだらけ！！犯罪に巻

き込まれないためのノウハウを徹底アド

バイス。  
 
『教育の社会学 : 「常識」の問い方,見直し方』   

苅谷剛彦 [ほか] 著（371.3－カ） 
社会学の視点から教育について問い直す 

 
『見直そう, テストを支える基本の技術と教育』  

日本テスト学会編（371.7－ミ） 
テストの点っていったい何なのでしょう。あなたは

テストの仕組みについて考えたことがありますか。 
 
『教育の原理とは何か : 日本の教育理念を問う』 

山口意友著（371－ヤ） 
日本の伝統文化を切り口に現代教育の「お題目」に

中身を与える、教員志望者必読の教職入門書！ 
 
『幼稚園・保育園親が知らない 

本当のところ』   
津久井幹久著; 菊池企画編（376.1－ツ） 

現役＆元先生たちが大胆暴露！！知ってお

きたい気になるウラ側 
 

『0～5歳児の生活習慣身につけ book : クラス担任

必携本!!』 永井裕美著（376.1－ナ） 
 
『最新保育園・幼稚園の実習完全マニュアル』  

林幸範, 石橋裕子編著（376.1－ハ） 
 
『遊べる!歌える!楽しいペープサート』 

阿部直美監修（376.157－ア） 

『18 歳の自律 : 東大生が考える高校生の「自律プロジ

ェクト」』 大村敦志,  

東大ロースクール大村ゼミ著（376.4－オ）   
生徒会、運動会、文化祭、修学旅行などの「自律プ

ロジェクト」を通して育まれる高校生の「自律」 
 
『こんな大学で学びたい! : 日本全国

773校探訪記』  
山内太地著（377.21－ヤ） 

全部見たから語られる日本の大学の

“今” 
 
『丹波竜 : 太古から未来へ』  

神戸新聞総合出版センター編（457.87－タ） 
発掘ルポから恐竜化石の解説、まちや人々の思いな

ど、話題を呼んだ世紀の大発見からはじまる「丹波

竜」のものがたり。 
 
『にほんのいきもの暦』  

日本生態系協会著（468.5－ニ） 
身近な草・花・虫・木から季節のうつろいを 
知る図鑑 

 
『天王寺動物園』 アラタヒロキ写真 ;  

宮下実解説（480.76－テ） 
 
『大切な人をどう看取るのか : 終末期医療とグリーフ

ケア』 信濃毎日新聞社文化部著（490.15－シ） 
死と向き合い、生の意味を問う 

 
『いのちの選択 : 今、考えたい脳死・臓器移植』 

小松美彦, 市野川容孝, 田中智彦編（490.15－イ） 
もしものとき、あなたは、どう判断しますか？ 

 
『クスリは飲んではいけない!?』  

船瀬俊介著（491.5－フ） 
本来、薬物は私達にとって毒物です。 
 
『女のカラダ悩み解決 book : 完全保存版・

キレイは毎日の元気がつくる!』（495－オ）  
 
『「いい人」はなぜガンになりやすいのか』  

最上悠著（498.3－モ） 
いままでの健康常識が 180度変わる！ 

 
『新しい栄養学と食のきほん事典 :  
安心・安全・健康を支える』  

井上正子監修（498.5－ア） 
 
『呼吸の本』 谷川俊太郎,  

加藤俊朗著（498.3－タ） 
谷川俊太郎先生が、もっとも信頼する呼吸法の先

生・加藤俊朗さんと一緒に本を作りました。宇宙と

つながる呼吸の本です。 
 

新着案内 らい★ぶらり 
～ほんのほんのいちぶ ５月３１日～６月１２日 展示分より～ 

 
大阪信愛女学院図書館  Ｎｏ．２４０ （２０１０．６．１７．発行）  
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『図説日本100 名城の歩き方』  
小和田哲男, 千田嘉博著（521.82－オ） 
歴史的価値や見所、築城・落城にまつわ

る秘話、撮影のポイントを盛り込んだ城

郭探訪の決定版 
 

『歩きたい歴史の町並 : 「重要伝統的建造物群保存

地区」全86 カ所』  
米山淳一文 ; 森田敏隆写真（521.86－ヨ） 

 
『Sports シューズのひみつ』  

新星出版社編集部編（589.25－ス） 
歴史的な名シューズから最新のハイテク

シューズまで 
 
『ボールのひみつ : 野球、バレー、サッカー、 

バスケ、テニス etc.様々なボールの歴史や秘密』 
新星出版社編集部編（589.7－ボ） 

ボールってどうやって作るの？ 
 
『ミサンガとアクセサリー : ヘンプとビーズで作る』 

（594.4－ミ） 
 

『うちの 3姉妹 12 巻』 
松本ぷりっつ著（599－マ） 
 
『博覧会と明治の日本』  

國雄行著（606.9－ク） 
文明国をめざした明治ニッポンの挑戦！ 

 
『今日からはじめるベランダ野菜』 （626.9－キ） 
 
『美術検定公式テキスト : 西洋・日本美術史

の基本』 「美術検定」実行委員会編（707－ビ） 
 
『美術検定 : この絵、誰の絵? : 100の名作で西

洋・日本美術入門』 佐藤晃子著（707－サ） 
 

 
『金氏徹平 : 溶け出す都市、 

空白の森』（712.1－カ） 
 
『すぐわかる寺院別障壁画の見かた』  

宮元健次著（721－ミ） 
 

『ドキドキしちゃう : 岡本太郎の"書"』 
（723.1－オ） 
岡本太郎 [著] ; 平野暁臣構成・監修 
無心に楽しんで字を書いていると自

然に絵になってしまう。 
 

『古代壁画の世界 : 高松塚・キトラ・法隆寺金堂』 
百橋明穂著（724.19－ド） 

壁画はなぜ描かれたのか。その意味を追究する。 

『のだめカンタービレ

キャラクターbook』  
二ノ宮知子著（726.1－ニ） 

 
 

『文化部少女だいすき! : 完全保存版』（726.1－ブ） 
人知れずクラブ活動に励む姿がまぶしく輝いて･･･ 

 
『シェリル・ノーム : マクロス F  

visual collection』 
ニュータイプ編（726.1－マ） 

 
『関西の手仕事 : いま欲しいのは、作り手の顔が見える

もの。』 京阪神エルマガジン社編集（750－カ） 
 
『你好二胡!チェンミンと弾こう』 チェンミン講師 ; 日

本放送協会, 日本放送出版協会編（763.4－ニ） 
 
『めざせ!ロック・ギタリスト』 野村義男講師 ; 日本放

送協会, 日本放送出版協会編（763.55－メ） 
 
『思い通りに弾ける! 

ピアノ上達のポイント 50』 
井上裕佳子監修（763.2－オ） 

 
『アドリア海のおはよう波 : シンガーソングライターヤド

ランカの音とひかり』  
ヤドランカ, 長原啓子著（767.8－ヤ） 

おごらない、急がない、争わない、足りている、愛

されている…「アドリアティック タオ」は海辺の
生き方。 

 
『スクープ!SMAP』  

大野潤著（767.8－ス） 
 
『知識ゼロからのミュージカル入門』  

塩田明弘監修（775.4－チ） 
歌とダンス、オーケストラ、そして人間のドラマ 

 
『最新スポーツルール百科』  

大修館書店・編集部編集（780.3－サ） 
 
『14 歳からの日本語の基本。 : その日

本語、間違っていませんか? : 45分でわかる!』  
北原保雄著（810.4－キ） 

 
『論文・プレゼンの科学 : 読ませる論文・卒論聴かせる

プレゼン伝わる英語の公式』 河田聡著（816.5－カ） 
プレゼンやレポートは、才能ではありません。「文

学」でもありません。簡単な公理に基づいた「科学」

です。 
 
 

『大学生のための「論文」執筆の手引 : 卒論・レポー

ト・演習発表の乗り切り方』 高崎みどり編著（816.5－タ） 
先輩たちの体験記をとおして、卒業論文の執筆をイ

メージしてみよう。 
 
『13 歳からの作文・小論文ノート : 読み

手を「なるほど」と納得させる27のルール』  
小野田博一著（816.5－オ） 

 
『チャートで組み立てるレポート作成法』  

加納寛子著（816.5－カ） 
 
『種蒔きもせず : 花の詩画集』  

星野富弘著（911.56－ホ） 
 

『乙女の花束』 折原みと著（913.6－オリ） 
全寮制“桜の宮女学院”で乙女たちと過ご

す、きらめきの 12ヶ月。 
 
『走れ!T 校バスケット部 4 巻』  

松崎洋著（913.6－マツ） 
 
『N のために』 湊かなえ著（913.6－ミナ） 
タワーマンションで起きた悲劇的な殺人

事件。その真実をモノローグ形式で解き明

かす。あれから 10年、あの事件の真相は
なんだったのだろう？ 

 
『マドンナ・ヴェルデ』  

海堂尊著（913.6－カイ） 
子宮を失う娘・理恵のため、代理母として実

の孫をお腹に宿した母・みどり。奇妙な状況

を受入れた母の胸に、やがて疑念が芽生えは

じめる。本当の母親は、誰－。 
 
『凍える月』 村山由佳, 結布著（913.6－ムラ） 
悲劇の予感･･･勝利とかれんの未来に暗雲！？ 
おいしいコーヒーのいれ方 Second SeasonⅣ 

 
『桐島、部活やめるってよ』  

朝井リョウ著（9 13.6－アサ） 
バレー部の「頼れるキャプテン」桐島が、

突然部活をやめた。それがきっかけで、

田舎の県立高校に通う 5 人の生活に、
小さな波紋が広がっていく。 

 
『コロヨシ!!』 三崎亜記著（913.6－ミサ） 

掃除は日本固有のスポーツとして連綿と

続きつつも、何らかの理由により統制下に

置かれていた。高校で掃除部に所属する樹

は、誰もが認める才能を持ちながらも、ど

こか冷めた態度で淡々と掃除を続けてい

る。しかし謎の美少女・偲の登場により、

そんな彼に大きな転機が訪れる。 
 

『Banquet of the golden witch うみねこのなく頃に 

Episode3』 竜騎士07著（913.6－リユ） 
 
『ロスト・シンボル 上・下』  

ダン・ブラウン著（933－ブ） 
『天使と悪魔』『ダ・ヴィンチ・コー

ド』･･･そして、次なる謎は、世界最大

の秘密結社「フリーメイソン」 
 
 

 ～ 文 庫 ～  
 

『緋弾のアリア』 赤松中学著 
『少年陰陽師 千尋の渦を押し流せ』 結城光流著 

『CLOSERS ANVEL+DIEVE CODEX３』 十文字青著 

 

深山くのえ著 

『桜嵐恋絵巻 ひととせめぐり』 

『桜嵐恋絵巻 遠雷』  
 
『花のあと』 藤沢周平著 
『サマーウォーズ』 岩井恭平著 
『あ・うん』 向田邦子著 
 

～ マンガ ～ 
 
『のだめカンタービレ 24巻』 二ノ宮知子著 

『そばもん : ニッポン蕎麦行脚 ①～③』 山本おさむ著 
 

～ Ｃ Ｄ ～ 
 
『バクチ・ダンサー』 

『オールモスト・アリス』 

『百歌声爛 女性声優編２』 
『薄桜鬼 島原騒動記』 

『NARUTO RADIO 疾風迅雷①⑧』 

『アニメギャグマンガ日和+主題歌 CD』 

『Exit tunes presents vocalo legend : feat. 初音ミク』   

 
～ ＤＶＤ ～ 

 
『Yonda？Movei  

The story of a Panda and Books』 
『旭山動物園物語』 
 
 
～ 学習参考書 ～ 

 
『古文問題選 50』 菰渕和士編著 

『現代文問題選 30』 菰渕和士編著 
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