
新着図書 
～ ほんのほんのいちぶ ～ 
５月１０日から３０日展示分より 

 

 
 
 
 
 

貸出以外にも、 
次のようなサービスもしています。 

 
◎リクエスト（予約や購入希望） 
 読みたい本があるときは、予約を！ 

1. 蔵書にあれば → 即、貸出。 

2. 貸出中の場合 → 返却され次第、お知らせ。 

3. 蔵書になければ → 購入。 

4. 他の図書館から借りることも。 
 
 
 
 
『日本カトリック学校のあゆみ』  

佐々木慶照 [著]（197.7－サ） 
カトリック学校は、日本の社会と歴史にどの

ようにかかわってきたか。明治期に来日して

学校を設立した修道会の草創期の活動を中

心に、戦時下、戦後のカトリック学校のあゆ

みのまとめ。 

 

 
 
 
 
 
 
◎レファレンス 
 お探しの本、何をどう調べたらいいのかわからない、
そのほか図書館や本についての質問は、 
カウンターで遠慮なくおたずねください。 
 
 
◎コピー 
 図書館にある本や新聞、雑誌などにかぎり 
館内でコピーできます。 
 
 

 

 
『１Ｑ８４ Ｂｏｏｋ３』  村上春樹著（913.6－ムラ） 
そこは世界にただひとつの完結した場所だった。ど

こまでも孤立しながら、孤独に染まらない。 
 
『風をつかまえて』  

高嶋哲夫著（913.6－タカ） 
起死回生の町おこしとして、町の小さ

な鉄工所が「風車」を造ることになっ

た。だが予算、技術など、問題は山積

みで…。 
 

『北帰行』 佐々木譲著（913.6－ササ） 
ヒットウーマン、暴力団、ロシアン・マフィア、警

視庁組織犯罪対策部。東日本をまたにかけた息づま

る駆け引き、追跡行の結末は･･･！？ 
 

『明日につづくリズム』  
八束澄子 [著]（913.6－ヤツ） 

島をでたい。高校受験を前に、夢と現

実のあいだでゆれ動く。自分を取りま

くさまざまなことに思いをめぐらせ

ながら、おとなへの一歩を踏み出して

いく。 
 

『鋼の錬金術師 暁の王子-黄昏の少女』  
町田双路著（913.6－ハガ） 

敵対国アエルゴとの和平調印にわくアメストリス。

しかしその裏側では様々な陰謀が渦巻いていた。 
 
『ナニカアル』 桐野夏生著（913.6－キリ） 
戦争に翻弄された作家・林扶美子の秘められた愛 

 
 『われら濁流を遡る』  

駒崎優著（913.6－コマ） 
陽気で不屈、有能で逞しい傭兵たちと白狼

の活躍する人気シリーズ 
 
『天地明察』 冲方丁著(913.6－ウブ) 
江戸時代、前代未聞のベンチャー事業に生涯を賭け

た男がいた。ミッションは「日本独自の暦」を作る

こと―。碁打ちにして数学者・渋川春海の二十年に

わたる奮闘・挫折・喜び、そして恋! 
 

『少年譜』 伊集院静著（913.6－イジ） 
誰と出会い何を学ぶか。大人になるまでに通らねば

ならぬ厳しい道程に優しく光をあてる。 

 
 
『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』  
岩崎夏海著（913.6－イワ） 

公立高校野球部のマネージャーみなみは、

ふとしたことでドラッカーの経営書『マ

ネジメント』に出会います。はじめは難

しさにとまどうのですが、ドラッカーの

教えをもとに力を合わせて甲子園を目指

す青春物語。 
 
『ハサウェイ・ジョウンズの恋』  

カティア・ベーレンス [著]（943－ベ） 
「物語」の得意な少年が、ぶきっちょ

な初恋をした。二人を待ち受ける、思

いもかけない殺人事件と運命は･･･？ 
 
 

～ 絵本 ～ 
 

『コノヒトタチつっつくべからず』 
シェル・シルヴァスタイン著 

シルヴァスタインのユニークな想

像力とだいたんなユーモアが結実

し、生み出された不思議な生きもの

たちがせいぞろい！ 
 

 
～ マンガ ～ 

 
『くるねこ④⑤』 くるねこ大和著 

『ピアノの森 17巻』 一色まこと著 
『とめはねっ! : 鈴里高校書道部 ⑥』  

河合克敏著 ; 武田双雲書道監修 

 
 
～ 学習参考書 ～ 

 
『ミラクル古文単語 396 : 

 愛の青春ドラマで覚える』 神田邦彦著 
まさか参考書で感動するなんて･･･ 
 
 
 

らい★ぶらり 
大阪信愛女学院図書館  ２０１０年６月３発行 

新着案内と 
ちょこっとお知らせ 

雑誌の付録を展示し、ご希望の方に抽選で差し上げます。 
展示番号と学年・クラス・名前を応募用紙に記入し、カウンターへ！ 

 
展示・応募受付期間 ： ６月７日（月）～６月１１日（金）まで 

 
発   表   ： ６月１４日（月）当選通知発行 

新着図書の中から 
 
われらが信愛女学院につい

ても掲載されています！ 

購入希望 

購入希望 

購入希望 



『本は読めないものだから心配するな』  
管啓次郎著（019－ス） 

旅の途上で、満天の星の下で、本を語り、 
世界に通じるためのレッスンを語る、 

 
『世界一やさしい「論語」の授業』  

佐久協著（123.83－サ） 
100年に１度の論語ブーム到来！論語は危機の時代
に不死鳥のように甦る！ 

 
『超訳ニーチェの言葉』  

フリードリヒ・ニーチェ [著]（134.9－ニ） 
あなたの知らなかったニーチェ。今に響く孤高の哲

人の教え。  
 
『勝間さん、努力で幸せになれますか』  

勝間和代, 香山リカ著（159－カ） 
不幸せにはワケがある。不安時代の幸福論 
 

『東大生・医者・弁護士になれる人の思考法』  
小林公夫著（141.5－コ） 

試験に成功する人と失敗する人の差は一体どこに

あるのか。 
 
『ボクは坊さん。』  白川密成著 
仏教は「坊さん」だけが独占するには、

あまりにもったいない！（188.5－ジ） 
 
『地球の歩き方 イスタンブールとトルコの大地』 

（290.9－チ ４階旅行） 
 

『旅に出よう : 世界にはいろんな生き方があふれてる』  
近藤雄生著（290.9－コ） 

旅に出てぼくの人生が変わった！ 
 
『家紋に残された戦国武将五つの謎』  

武光誠著（288.6－タ） 
家紋が示す武士の魂とは！ 
 

『父が子に語る近現代史』 小島毅著（210.6－コ） 
わたしたちが良く生きるために、必ず知っておかな

ければならないこと。 
 
『世界紛争地図』 「世界情勢」探究会著（319－セ） 
チベットもスーダンも、ミャンマーも南アも更に混

乱必至 
 

『新 13歳のハローワーク』  村上龍著 

（366.29－ム ５階推薦） 
 
『13 歳の進路』 村上竜著（376.8－ム） 
ワクワクしながら未来を考える！ 
 
 

『ハロー, 僕は生きてるよ。 : イラク最激戦地からログ

イン』 カーシム・トゥルキ著（302.281－ト） 
武器を捨て、イラク再建をめざした青年の記録。 

 
『大江戸役人役職読本 :  時代小説

がもっと面白くなる!』  
新人物往来社編（322.15－オ） 

花のお江戸をささえた公務員たちのお

仕事を完全解説！ 
 

『受刑者処遇読本 : 明らかにされる刑務所生活』  
鴨下守孝著（326.52－カ） 

死刑か無期か、あなたは求刑だけに興味をもってい

ませんか。 
 
『高校生からのゲーム理論』  

松井彰彦著（331.19－マ） 
社会科学を塗り替えつつあるゲーム理論は「人と人

のつながりに根ざした理論」である。 
 
『理不尽社会に言葉の力を : ソノ一言オ

カシクナイデスカ?』   
小森陽一著（366.3－コ） 

格差社会は言葉で退治せよ！キツ～イ

一言にはヤサシ～イ正論 
 
『大人はウザい!』 山脇由貴子著（367.6－ヤ） 
あんな人にはなりたくない！あなたはこんなふう

に見られているかもしれない･･･ 
 
『刑事 (デカ) 魂』 萩生田勝著（317.75－ハ） 
現場主義の刑事が初めて明かす捜査の裏舞台 

 
『ビックリするほど役立つ!!理工系のフ

リーソフト 50』   
大崎誠 [ほか] 著（407－オ） 

フリーソフトで論文・レポート作成の悩み

を一挙解決！！  
 
『ねぎを首に巻くと風邪が治るか? : 知らないと損を

する最新医学常識』 森田豊著（498.3－モ） 
一般的に言い伝えられてきた世の中の医学常識が

果たして正しいのか、考えなおさなければならない

のか。 
 
『大腸菌 : 進化のカギを握るミクロな生命体』  

カール・ジンマー著（491.74－ジ） 
ヒトが一生を通じて“おつきあい”する

身近な存在でありながら、みんなに嫌わ

れるばっちい細菌･･･。しかしその実態

は、豊かな個性や生態をもつユニークな

生命体だった！ 
 

 

『ルポがんの時代、心のケア』 上野玲著（494.5－ウ） 
がんの治療において、心のケアがいかに必要か、厳

しい局面に向き合う患者、家族、医療現場の姿を共

感をもって描き出す。 
 

『創るセンス工作の思考』 森博嗣著（504－モ） 
「ものを作る体験」でしか学べない創造の領域、視

覚的な思考、培われるセンスとは何か。 
 
『みんなが知りたい地下の秘密』  

地下空間普及研究会著（510－チ） 
イマドキの地下は、スゴイことになっている！ 

 
 
『Curly colle  ction travel style  
パリ・京都編』 （593.36－カ） 
 
 

『しあわせ食堂』 武内ヒロクニ,  

毎日新聞夕刊編集部著（596－タ） 
日本中が笑って、泣いて、ぽかぽかした「昭和の味」

50話！ 
 
『犬部! : 北里大学獣医学部』  

片野ゆか著（645.6－カ） 
行き場を失った犬や猫を救うため奔走

する現役獣医学部生たち。動物だらけ

のキャンパスライフは、笑いと涙と感

動の連続！？ 
 

『メディチ家 12の至宝をめぐる旅 : カラー版』  
宮下孝晴著（702.37－ミ） 

想像は時空を超える。メディチ家のフィレンツェ、

ルネサンスの美空間へ。 
 
『嵐*日和』  スタッフ嵐編（767.8－ア） 
『嵐』最新情報&エピソード満載。映画・
ドラマ・バラエティ&オフタイム独占!
『嵐』に超密着。 『嵐ざかり』も入りました。 
 

『音楽耳実践ドリル!!CD でわかる楽典』  
高田美佐子著 ; 宮川彬良監修（761.2－タ） 

  
『薄桜鬼随想録原画集』 

『薄桜鬼随想録ストーリーブック 上・下』 
『薄桜鬼公式物語絵巻～桜花風塵～』 

（どれも 798－ハ） 
 
『日本はアニメで再興する : クルマと家電が外貨を稼

ぐ時代は終わった』 桜井孝昌著（778.77－サ） 
６万人の日本ズキが集まるイベントになぜ日本人

がブースを出展していないのか？ 
 

『ゲゲゲの娘、レレレの娘、らららの娘』 
水木悦子, 赤塚りえ子, 手塚るみ子著

（726.1－ミ） 
おやじの秘密、しゃべっちゃおうか。水木

しげる、赤塚不二夫、手塚治虫の娘たちが

語る、父の素顔。 
 
『ふんわりかわいい写真の撮り方 
ノート』  かくたみほ著（743－カ） 
ひかりやぼけの使い方を知るだけで、

もっとステキに撮影できる！  
 
『13 歳からの英語ノート : 「苦手」が「得意」に変わる

超効率トレーニング』  小野田博一著（830.7－オ） 
１日１ページの暗唱で、驚くほど進歩する！ 

 
『ネイティブはこの「5 単語」で会話する』  

晴山陽一著（837.8－ハ） 
have,get,take,give,makeには無限のパワーがある。 

 
 

～ 文庫本 ～ 
 

『光 teddy bear２』 べあ著 

『八朔の雪』 高田郁著 

『非道、行ずべからず』松井今朝子著 

『ビット・トレーダー』 樹林伸 [著] 

『安政五年の大脱走』 五十嵐貴久[著] 

『夜の明けるまで』 北原亞以子[著]  
『復活の日』 小松左京著 
『ボトルネック』 米澤穂信著 
 
佐々木譲著 

『夜にその名を呼べば』『愚か者の盟約』 

『警官の血 上･下』  

 

『シャッター・アイランド』デニス・ルヘイン著 
『ハイペリオン 上・下』 ダン・シモンズ著 
 
『よいこの君主論』 架神恭介, 辰巳一世[著] 

（311.6－カ 文庫） 
 
 

～ ＣＤ ～ 
 
『THIS IS IT』 マイケル・ジャクソン[歌] 

 

『東京ディズニーランド: 東京ディズニーリゾート

25thアニバーサリー・グランドフィナーレ"ドリーム・ゴ

ーズ・オン"』 

購入希望 

購入希望 

購入希望 

購入希望 

購入希望 



 

 

 


