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『鉄の骨』 池井戸潤著 

（913.6－イケ） 

「次の地下鉄工事、

なんとしても取っ

て来い！」謎の日本的システムの中で奔走する、

若きゼネコンマンの行末は―。ＮＨＫ土曜ドラ

マ原作です。 

 

『王様ゲーム 終極』 金沢伸明著（913.6－カナ） 

生き残るのはただ１人。クラス全員による命がけの

ゲームの果てには･･･。 

 

『6%の明日: もう一度あなたのお母さんになりたい』  
キャシー中島著（916－キヤ） 

生存確立６％。小細胞がんと闘った 4ヶ月と 12日 

 

『僕の明日を照らして』  
瀬尾まいこ著（913.6－セオ） 

やさしいことと、やさしくすることは、

違う。 

『世界がぼくを笑っても』  
笹生陽子著（913.6－サソ） 

こんどの担任は……とんでもないダメ教師! 

北村ハルトは中学 2 年。ハルトの中学生ライ

フはいったいどうなる?  

 

『いのちの森の台所』 佐藤初女著（914.6－サト） 

青森県岩木山麓の「森のイスキア」。世界中から訪

れる疲れた人々を手作りの食事で迎え、受け入れ続

けてきた佐藤初女さん。感動のいのちのメッセージ。

人々の悩み、相談に回答する「紙上わかちあい」も

収録。 

 

『漫才ギャング』 品川ヒロシ著（913.6－シナ） 

売れない芸人・飛夫と、札つきの不良・龍平一。ワ

ケありの二人が留置場で出会いコンビを組んだ! 

笑いに命を賭けた男たちの青春!!  

 

『あられもない祈り』  
島本理生著（913.6－シマ） 

＜あなた＞と＜私＞名前すら必要としない

二人の、密室のような恋 

 

『時の尾』 新藤晴一著（913.6－シン） 

「ミュージシャンを志すより前に、作家になりたか

った。」ファン待望!絶大な人気を誇るロックバンド、

ポルノグラフィティ・新藤晴一の処女作。喪失から

始まる、少年の再生と成長を描いた青春小説。 

 

『あぽやん２ 恋する空港』  
新野剛志著（913.6－シン） 

吹き荒れるリストラ、わがままな旅客、お

気楽な新人の教育。それでも立派な「あぽ

やん」目指して今日も走る。 

 

『小暮写眞館』 宮部みゆき著（913.6－ミヤ） 

世の中にはいろいろな人がいるから、いろいろ

な出来事も起きる。なかには不思議なこともあ

る。ようこそ、小暮写眞館へ。 

 

『リング』 百田尚樹著（913.6－ヒヤ） 

ファイティング原田とライバルたちの命をかけた

青春の軌跡。日本ボクシングのもっとも暑くて輝け

る時代を描いたノンフィクション。 

 

『風にキス、君にキス。』 繭著（913. 6－マユ） 

日向は藤島学園陸上部のトップランナー。マネージ

ャーの柚は彼の幼なじみで、彼を応援しつつ、淡い

恋心を抱く。しかし突然の事故で、日向は選手生命

を絶たれ…。 

 

『会社が消えた日』 水木楊著 

（913.6－ミズ） 

出社したら、ないのである、私のオフィ

スが、影も形も･･･妄想か、それとも悪

夢か。 

 

『ペンギン・ハイウェイ』  
森見登美彦著（913.6－モリ） 

小学 4年生のぼくが住む郊外の街に突然ペン

ギンたちが現れた。この事件に歯科医院のお

姉さんの不思議な力が関わっていることを

知ったぼくは、その謎の研究を始めるが―。 

 

『最後の証人』 柚月裕子著 

（913.6－ユズ） 

物的証拠と状況証拠のすべてが、被告人

が犯人であることを示していた。依頼人

の言葉を信じる敏腕弁護士は、逆転無罪

を勝ち取ることができるのか。 

 

『アナザー・ワールド 王国その４』  
よしもとばなな著（913.6－ヨシ） 

 

『預言』 ダニエル・キイス著（933－キ） 

若く美しく心を病んだ一人の女性、レイ

ヴン・スレイド。無力な入院患者であっ

た彼女の運命は、偶然に彼女の記憶に封

じ込められたテロリストの預言めいた暗

号により激動の渦へと投げ込まれる。 

 

『モンタギューおじさんの怖い話』  
クリス・プリーストリー著（933－プ） 

開かずのドア、悪魔の彫刻、砂漠をさまよう精

霊…。森のはずれにあるモンタギューおじさん

の屋敷で、ぽつりぽつりと語られる物語。 

 

『ウォーリアーズⅡ－５ 夕暮れ』  
エリン・ハンター作（933－ハ） 

 

新着案内 らい★ぶらり 
～ほんのほんのいちぶ ６月２８日～７月２０日 展示分より～ 

 
大阪信愛女学院図書館  Ｎｏ．２４２ （２０１０．９．１．発行）  

購入希望のＣＤの制限を変更 
 

一人につき月１枚 だったのを 

↓ 
一人につき ２週間に１枚 

もしくは 月２枚 に変更します。 

 

予算の都合上、希望多数の場合はお断りすることも

あります。ご了承ください。 

閉館中に全館資料の点検、本棚の整理をしました。 

今学期もたくさん利用してくださいね！ 

購入希望 

購入希望 
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中等部は段々下がり、高等部は段々上がりという対照的な結果になっています。 

学年別にみると貸出が多かったのは中等部の１年生、高等部は３年生でした。 

詳しくは図書館ホームページ

をご覧ください。 



『自分と未来のつくり方 : 情報産業社会を生きる』  

石田英敬著（007.3－イ） 

エンデの『モモ』から始まる情報産業社会を生きる

人間をかんがえるためのレッスン。 

 

『パラドックスの悪魔』  
池内了著（116－イ） 

悪魔のささやきがおもいがけない発見に

つながる？！ 

 

『結果をきちんと出せる人の習慣術 : 壁や失敗を克服

し、着実に“実績"をあげる方法とは-』 菅原圭著（159－ス） 

結果を出し続ける人たちには意外な共通点があっ

た！ 

 

『江戸大名廃絶物語 : 歴史から消えた 53 家』  
新人物往来社編（210.5－エ） 

諸大名が戦々恐々とした御家廃絶の実態、

何が原因で大名家は取り潰されてしまった

のか？ 

 

『若い人におくる龍馬のことば』  
小松成美著（289.1－サ） 

夢に向かってまい進する姿はイチローやヒデと同

じだ！ 

 

『わたしはノジュオド、10 歳で離婚』  
ノジュオド・アリ, デルフィヌ・ミヌイ著 

（289.2－ア） 

古い習慣によって無理やり結婚させられた

少女が世界最年少の離婚訴訟を起こした。 

 

『2011 年新聞・テレビ消滅』  
佐々木俊尚著（361.45－サ） 

部数減と広告収入の激減が、新聞とテレビを襲う。

ネット時代がもたらす構造的変化についていけな

いマスメディアの経営陣。加えて情報通信法施行と

地デジ化がとどめを刺す。 

 

『暮らしのなかの左右学』  小沢康甫著

（361.5－オ） 

左右を切り口に好奇心全開で右往左往しな

がら不思議探検の旅へ 

 

『由緒正しい日本の教養 : 俳句・茶の湯・禅・歌舞伎・

能』 齋藤孝著（361.5－サ） 

凛とした日本人になるための日本文化入門 

 

『日本って、大変!? : 「国際」的な高校の青春事件簿』  
谷山尚代著（371.5－タ） 

笑って泣ける異文化コミュニケーション。

日本の生活には不思議がいっぱい!! 

 

 

『変な給食』 幕内秀夫著（374.94－マ） 

学校給食が子どもを病気にする！ 

 

『手づくり衣装 Book : 縫わずにできる』  
いわいざこまゆ著（376.157－イ） 

 

『今そこに迫る「地球寒冷化」人類の危機』 
丸山茂徳著（451.8－マ） 

世界の科学者が警告する！「温暖化説」はマスコミ

による洗脳だ。地球の平均気温は確実に下がってい

る！『「地球温暖化」論に騙されるな!』（451.35－
マ）も入りました。 

 

『ぼくは 8 歳、エイズで死んでいくぼくの

話を聞いて。 : 南アフリカの 570 万の HIV 感染

者と 140 万のエイズ孤児たち』  

青木美由紀著（493.8－ア） 

エイズによって親を亡くした子どもの数

は、2008年には 1400万人に上っています。この数

字は、実に日本の小学生、中学生、高校生を合わせ

た数に匹敵します。 

 

『犬として育てられた少年』 ブルース・D.ペリー,  

マイア・サラヴィッツ著（493.937－ベ） 

アメリカの著名な児童精神科医が、カル

ト教団の子どもたち、母親の殺人を目撃

した少女、犬の檻で育った少年などの

13 の事例を通して、虐待やトラウマが

子どもの発達に与える影響と回復への

道筋を描く。 

 

『ふわふわ、しっとり、とろけるシフォン』  
中山真由美著（596.6－ナ） 

 

『ヨーグルトのお菓子』  
本間節子著（596.6－ホ） 

ヨーグルトはお菓子との相性バツグン！カロ

リーがおさえられるのもうれしい。 

 

『あんこの本 : 何度でも食べたい。』  

姜尚美著（596.6－カン） 

 

『ディズニーランドが教えてくれたみんなが笑顔で

働ける習慣 : そうか、こうすれば自信と誇りが持て、人に優し

くなれるんだ!』 石坂秀己著（689.3－イ） 

いくら「夢と魔法の王国」でも、ツラ

イことやキツイこともスタッフにはあ

るはず。にもかかわらず「笑顔で働け

てしまう」のはどうしてでしょう。 

 

 

『桜・稲垣早希のブロ

グ旅完全補完計画』 
（699.67－ロ） 

『リンゴの絆 : “奇跡"を支えた真実の人間ドラマ』  

木村秋則著（625.21－キ） 

不可能を可能にした偉業の陰には津軽の男たちの

友情の絆があった！ 

 

『フェイクスイーツ&デコライフ : カワイイ・小

物に囲まれる』 高澤あんず著（751.4－タ） 

 

『韓国アクターズ名鑑 2010 :  

KW スペシャル : Screen 特編版』 
（778.221－カ） 

 

『名文どろぼう』 竹内政明著（816.8－タ） 

人の心を打つ名文を書くには、名文を盗むことから

始めよう。 

 

 

 ☆ 文 庫 ☆  
 

『瞬』 河原れん著 

『サマータイム』 佐藤多佳子著 

『アリス・イン・ワンダーランド』  
リンダ・ウールヴァートン脚本 

入間真ノヴェライズ 

 購入希望 

『隣の家の少女』 ジャック・ケッチャム著 

『とある魔術の禁書目録 (インデックス) ⑳』  
鎌池和馬 [著]  

『夏恋 スウィート編』 『夏恋 ビター編』 
ナナセ[ほか]著 

『ダンタリアンの書架 ④⑤』 三雲岳斗 [著] 

 

“レンズと悪魔” 六塚光[著] 
『魔神集結』 『魔神解放』 

 

“神父と悪魔”志麻友紀 [著] 
『混沌 (カオス) の神々』 『創生の人間 (アダム) 』 

 

 

 “旅訳文庫”名作をガイドに旅へ出よう！！ 

『坊ちゃん』 夏目漱石 →松山 

『放浪記』 林芙美子 →尾道 

『風立ちぬ』 堀辰雄 →軽井沢 

『津軽』 太宰治 →青森 

『蟹工船』 小林多喜二 →小樽・函館 

『たけくらべ』 樋口一葉 →東京下町 

『夫婦善哉／アド･バルーン』  

織田作之助 →大阪 

『野菊の墓／春の潮』 伊藤左千夫  

→松戸・矢切 

 

小説類以外の文庫 

『ハプスブルク家の食卓』  

関田淳子著（383.8－セ） 

『黒澤チルドレン』 西村雄一郎著（778.28－ニ） 

 

 

 

“ＹＡ心の友だち”シリーズ 

『くじけそうなときには』 宇佐美百合子著（159.7－ウ） 

人生に、失敗なんてない。「いい経験した」って思

おう！ 

 

『なぜか人気者になっちゃう!心理術』  
伊東明著（159.7－イ） 

すかれる人のヒミツを心理学者が教えちゃいまい

す！ 

 

『口ぐせひとつでキミは変わる : 夢をかなえる

言葉のスイッチ』 佐藤富雄著（159.7－サ） 

キミが夢をもてるか、その夢をかなえられ

るかは、いつも使っている言葉しだい。 

 

『キミが、たいせつ。』  
326(ナカムラミツル)著（159.7－ナ） 

心に虹をかける、326（ミツル）からの絵と言葉。 

 

『自分の顔が好きですか?』  
かづきれいこ著（595－カ） 

なぜ顔が気になるの？心からの笑顔は本当

にかわいくて、みんなきれい！ 

 

『書の道を行こう : 夢をかなえる双雲哲学』  
武田双雲著（728.21－タ、４階窓下） 

人気書道家が語る、何が運命を変えたのか？ 

 

『プレッシャーに負けない : 夢中になれば奇跡が起こる』  
梅沢由香里著（795－ウ） 

中学２年生でプロを目指してから７年間で１４回

もプロ試験に落ち続けたプレッシャーに弱い著者

がプロ棋士、女流棋聖に！弱さをどう乗り越えたの

か？ 

 

 

 

 

 

この紙面では紹介しきれない本が 

たくさんあります。 

ぜひ、図書館へ足を運んで 

みてください！ 
 購入希望 

購入希望 


