
10月２７日から１１月９日は読書週間です。 

今年の標語は「信じよう、本の力」 
 

「本には人を元気づけたり、人の悲しみに寄り添う力があると思います」 

とは標語の作者のことば。あなたも＜本の力＞信じてみよう！ 

 

 

☆ 文 庫 ☆ 

 

『イレギュラー』 三羽省吾著 

『涼宮ハルヒの秘話』 谷川流著 

『GOSICKs④ 冬のサクリファイス』  

桜庭一樹著 

『少年陰陽師 さやかの頃にたちかえれ』結城光流著 

 

☆『緋弾のアリア⑩』 赤松中学著 

☆『桜嵐恋絵巻 はるかな日々へ』 深山くのえ著 

☆『姫君達の晩餐』シリーズ  

山崎黒著 

☆『神様のメモ帳⑦⑧』 杉井光著 

☆『噂屋 甘い甘い甘い交流授業』 
 保坂歩著 

☆『僕は友達が少ない⑦』  

平坂読著 

☆『サマーウォーズ クライシス・オ

ブ・ＯＺ』土屋つかさ著/細田守 [ほか] 

原作 

☆『人形草紙 : 桜下の誓いと散華の絆』  

紫月恵里著 

 

 

 
☆『アロハ萌え : kawaii Hawaii 』 

橋口いくよ著 

『セロ弾きのゴーシュ』  
宮沢賢治著 

『ひとりが好きなあなたへ』  

銀色夏生著 

『なぜ子供のままの大人が増えたのか』  

曽野綾子著 

『曽根崎心中・冥途の飛脚』 近松門左衛門作 

 

 

☆ マンガ ☆ 

 

『美味しんぼ 106・107 巻』 雁屋哲作 

 

『新人保育者物語さくら : 保育の仕事がマンガでわ

かる』 村上かつら作 ; 百瀬ユカリ監修 

 

 

☆ 旅行書 ☆ 

 

『フランス（わがまま歩き）』 
 

☆ 小説類 ☆ 

 

『下町ロケット』  
池井戸潤著（913.6－イケ） 

佃製作所、まさに崖っぷち。それでも

男は、夢を打ち上げると決めた。 

 

☆『青の祓魔師 ウィークエンド・ヒーロー』  

加藤和恵, 矢島綾著（913.6－カト） 

大人気コミック「青の祓魔師」が初小説化！！ 

雪男と燐の中学時代、２人がボランティアに駆り出

されたチャリティーコンサートで起こった事件と

は！？ 他４編のエピソードを収録！！  

 

☆『確率捜査官御子柴岳人 : 密室の

ゲーム』 神永学著（913.6－カミ） 

この男、純真なのか、ただの子ども

か―!?超理系な美貌の数学者と、一生

懸命で空回りな新米女刑事が人間の

心の深層を数字で暴く、前代未聞の

取調べエンタテインメント。 

 

『あなたに喜んでもらえるように : いつも感謝の心で』  

佐藤初女著（914.6－サト） 

今日は昨日よりも、明日は今日よりも成長したい。 

 

☆『ぬらりひょんの孫 帝都鯉物語』  

椎橋寛, 大崎知仁著（913.6－シイ） 

清継ついに妖怪と遭遇!?リクオ必死の回避作戦!総

大将と少年鯉伴の妖怪任侠道・出入り篇!一枚の絵葉

書から始まる青年鯉伴の事件…。帝都の月夜に照ら

されるは、絆か定めか、人と妖の“恋”物語―。 

  

『ポニーテール』  
重松清著（913.6－シゲ） 

マキとフミは、できたてホヤホヤの

「新米きょうだい」二人の心は、近づ

いたり離れたり、すれ違ったり衝突し

たり･･･ 

 

『峠うどん物語 上・下』 重松清著（913.6－シゲ） 

市営斎場前に建つ、一軒のうどん屋。暖簾をくぐる

のは、命の旅立ちを見届けたひとたち。 

 

『奇跡』 中村航著（913.6－ナカ） 

新たに開通する新幹線の一番列車がすれ違うとき、

奇跡が起きる。両親の別れによって鹿児島と福岡で

離ればなれに暮らす兄弟。家族の絆の復活を願う少

年たちの希望はかなうのか。 

 

『やなりいなり』 畠中恵著（913.6－ハタ） 

10 周年だよ、若だんな！身体は弱いが

知恵に溢れる若だんなが大忙し。頼れる

ようでどこかズレてる妖たちも仰天す

るほど千客万来。 

『モナミは世界を終わらせる？』  
はやみねかおる著（913.6－ハヤ） 

高校で起きた出来事が世界の大事

件になってしまう!? 世界の命運

をにぎる少女を守るため、現れた男

は…？ 信じられない謎とトリッ

クの連続！ 

 

『サッカーボールの音が聞こえる』  
平山譲著（916－ヒラ） 

失明による絶望から彼を救ったのは、音が頼りのも

う一つのサッカー「ブラインド・サッカー」だった。 

 

『レイジ』 誉田哲也著（913.6－ホン） 

音楽の才能は普通だが、世渡り上手なワタル。才能

に恵まれるも、孤独に苦しみ続ける礼二。時代を音

楽で疾走する。 

 

『おいしいコーヒーのいれ方 雲の果て』  
村山由佳著（913.6－ムラ） 

失意の勝利は、単身オーストラリアへ。新展開の

Second Season 第 5巻 

 

☆『忘却の覇王ロラン④』 吉野匠著（913.6－ヨシ） 

王家の伝承に隠されていたのは、強大な LT 遺産の

在処だった。その導きに従ってエトワールは、一族

の「聖墓所」深層へと向かう。魔王への怨嗟を胸に

秘めながら、追撃する敵軍総帥ア

メンティ。王女を死守して対峙す

るロラン。地中深く眠る禁断の力

を巡り、幾千年を超えた愛憎が激

突する―。 

 

 

☆ ＤＶＤ ☆ 

 

＊『レッドクリフ Ｐａｒｔ１・Ｐａｒｔ２』 
 

 

☆ ＣＤ ☆ 

 

『おいしいってうれしいね 
食育をテーマに歌う子どもの歌 43』 

『THE BEST History of GARNET CROW 
 at the crest...』 GARNET CROW  

『海のＹｅａｈ!!』 サザンオールスターズ 

『みんなのリズム天国全曲集』 
『♯ＡＡＡ ＢＥＳＴ』 ＡＡＡ 

『Ｓｕｐｅｒｆｌｙ』 Ｓｕｐｅｒｆｌｙ 

 

 

 

 

 

新着案内 らい★ぶらり 
～ほんのほんのいちぶ １０月３日～１０月２２日 展示分より～ 

 
大阪信愛女学院図書館  Ｎｏ．２５９（２０１１．１１．１．発行） 

読 書 の

� 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。 



☆ 小説以外の単行本 ☆ 

 

 

 

 

 

 

『本番力 : 本番に強い人が必ずやっている 26 の習慣』 
和田裕美著（159－ワ） 

本を読んだだけで、あがり症が治るなんて！ 

 

『超訳聖書の言葉』 白取春彦著（193－シ） 

四千年の英知を読む 

 

『修道院の食卓 : 心と体においしい秘伝レ

シピ 52』 G,ヘルペル著  

P.ゼーヴァルト編（195.8－ヘ） 

ヨーロッパの食文化はすべて修道院か

ら！？ 

 

『高校生のための政治学 : 現代政治のしくみをやさしく紐

解く』 杉山眞木著（311－ス） 

幸せに生きるために知っておきたい政治のこと。 

 

『犯罪者プロファイリングは犯人をどう追いつめる
か : 犯行のウラに隠された「心の闇」に迫る』  

桐生正幸著（326.34－キ） 

数々の難事件を分析してきたプロが最先端の行動

科学捜査の全貌を明かす！ 

 

『実行したくてたまらない目標をつくる』  
博報堂ＨＯＷ著（336－ハ） 

母校の中学校に赴任した新人教師が、

文化祭やシ商店街の復活に生徒と一緒

に奮闘しながら、「目標づくりの方法」

を学ぶ成長していく青春ストーリー。 

 

『消防署・警察署で働く人たち（しごと場見学！）』 
山下久猛著（366.29－シ（推薦）） 

 

『なぜ、人は平気で「いじめ」をするのか? : 透明な暴

力と向き合うために』 加野芳正著（371.4－カ） 

感情論やスローガンでは解決できない！ 

 

『タバコとわたしたち』  
大野竜三著（374.97－オ） 

カラダと社会への影響を語り、個人です

べきこと・社会ですべきことを提案する。 

 

 

『保育に役立つ！子どもの発達がわかる本』  

金子龍太郎, 吾田富士子監修（376.1－ホ） 

ひとりひとりにあった、より良い保育のために。 

 

 

『かけ算には順序があるのか』  
高橋誠著（411.1－タ） 

かけ算の意味や考え方、その歴史をみてみると、意

外にも奥深いものが秘められていた。 

 

『空のほほえみ』  
高橋健司文・写真（451－タ） 

雲、花、空の観察日記 

 

『うまい雑草、ヤバイ野草 : 日本人が食べてきた薬草・山

菜・猛毒草 魅惑的な植物の見分け方から調理法まで』  

森昭彦著（471.9－モ） 

ほんのわずかな違いが生死を分ける。 

 

『コケはともだち』  
藤井久子著（475－フ） 

道端のあいつが気になってしょうがない。 

 

『ペンギンのしらべかた』  
上田一生著（488.66－ウ） 

謎の鳥に魅せられた世界の研究者たちの奮闘が明

らかにする最新のペンギン学。 

 

『マンガでわかる神経伝達物質の働き : ヒトの行動、

感情、記憶、病気など、そのカギは脳内の物質にあった!!』  

野口哲典著（491.371－ノ） 

脳の中の物質が世界とヒトを動かしている！！ 

 

『医学と仮説 : 原因と結果の科学を考える（岩波科学ライブ

ラリー）』 津田敏秀著（498.6－ツ） 

実験によるメカニズムの解明こそ科学という一見

すると妥当な考え方の問題点を示す。 

 

『いのちと環境 : 人類は生き残れるか』 
柳澤桂子著（519－ヤ） 

環境問題と言われるけれど、そもそも環境とは何だ

ろう。私たち人類が環境にはたしている役割は何だ

ろうか。 

 

『花火のふしぎ : 花火の玉数は数え方しだい?美しい花火の

正式な基準とは?』 冴木一馬著（575.98－サ） 

江戸時代からはじまった日本の花火の魅力を幅広

く紹介していきます。 

 

『常識いらずのお料理入門』  
阿部絢子著（596－ア） 

お米の炊き方、フライパンの洗い

方･･･えっ！？そんなことも知らない

の？なんて叱りません。 

 

 

『おうちで簡単！ビストロスマップ』  
（596－オ） 

 

 

『「片づけなくてもいい！」技術』 
辰巳渚著（597.5－タ） 

究極の散らからない法則 

 

『人生がときめく片づけの魔法』  
近藤麻理恵著（597.5－コ） 

リバウンド率ゼロ。一度習えば、

二度と散らからない、「こんまり

流ときめき整理収納法」。 

 

『食糧危機が日本を襲う！』  
柴田明夫著（611.3－シ） 

食の再生と食料安全保障のため、国家プロジェクト

としての食料戦略の重要性やＴＰＰ問題への対応

などについて提言する。  

 

☆『TV ANIMATION イナズマイレブン
MEMORIES 2008-2011』  

レベルファイブ原作（726.1－レ） 

 

☆『学園アリス 25.5 公式ファンブッ
ク』 樋口橘著（726.1－ヒ） 

「学園アリス」の魅力を徹底紹介 

 

『音楽家をめざす人へ』 青島広志著（760.4－ア） 

音楽とは、はたして才能か、それとも努力か、環境

か？音楽家をめざす若い読者の疑問や悩みに答え

る入門書。 

 

『吉田都一瞬の永遠 : 英国ロイヤル

バレエ・プリンシパルのすべて』 
篠山紀信写真（769.1－ヨ） 

世界的プリマの美しき一瞬を永遠

にした篠山紀信の写真と吉田都の

言葉で綴るフォト＆エッセイ 

 

☆『とらドラ!ノ全テ! : 電撃文庫公式解説本』 電撃文庫編

集部編 ; 竹宮ゆゆこ原作・監修（778.77－タ） 

原作小説からアニメ・コミック・ゲームまで、超弩

級ラブコメの全てがわかるオフィシャルガイド。  

 

☆『メリは外泊中 : 韓国ドラマ公式ガイドブック』 
（778.8－メ） 

 

『ゼロからわかる大学生のためのレ
ポート・論文の書き方』  

石井一成著（816.5－イ） 

授業では指導してくれないきちんと

評価される書き方を徹底的に教えま

す！ 

 

『アスリートたちの英語トレーニング術』 

岡田圭子, 野村隆宏著（837.8ーオ） 

オリンピックや国際大会で活躍するアスリートた

ちは、どうやって英語を身につけたのだろうか。 

☆ ３・１１ 震災関連 ☆ 

 

『6 枚の壁新聞 : 石巻日日新聞・東日本大震災後 7 日間の

記録』 石巻日日新聞社編（071.23－ロ） 

目の前の事実を伝えるのが「使命」だ。わかること

だけでいい！手書きでいこうや。 

 

☆『東日本大震災 : 報道写真全記録 2011.3.11-4.11』  

朝日新聞社, 朝日新聞出版著（369.31－ア） 

 

『明日へ : 東日本大震災命の記録』  

NHK 東日本大震災プロジェクト著 

（369.31－エ） 

大震災直後から被災地を駆け巡った

NHKの記者やディレクター、カメラマ

ンらによる現場からの報告。 

 

『写真で見るトモダチ作戦』 
北村淳編著（369.31－キ） 

アメリカ軍による東日本大震災の

被災地支援作戦のすべて！ 

 

『Tsunami 3・11 : 東日本大震災記録写

真集』 豊田直巳編（369.31－ツ） 

 

『福島 : 原発震災のまち : フォト・ルポルタージュ(岩波ブックレ

ット)』 豊田直巳著（369.31－ト） 

収束の兆しが見えない福島原発事故。現地の生の声

とともに、原発震災下の実態をカラー写真とルポで

描き出す。 

 

『宮城県気仙沼発！ファイト新聞』  
ファイト新聞社著（369.31－フ） 

避難所を元気づけた子どもたちの壁

新聞、今度は全国に届け！ 

 

『内部被曝の真実』 児玉龍彦著（493.19－コ） 

内部被曝研究の第一人者が、政府の対応を厳しく批

判しつつ具体的な対策を提言して大きな反響を呼

んだ、国会でのスピーチを全文採録。 

 

『震災トラウマと復興ストレス（岩波ブックレット）』 
宮地尚子著（493.7－ミ） 

何もできなくてつらい人と、何かをしていてもつら

い人のために 

 

『ヒロシマ、ナガサキ、フクシマ : 原子力を受け入れた日

本』 田口ランディ著（914.6－タグ） 

世界で唯一、原爆を落とされた国が、なぜ原発大国

になったのだろう？ 

 

『わたしの 3・11 : あの日から始まる今日』  

茂木健一郎編（916－ワタ） 

あの日、何をしていたか。そして今、

何ができるか。ぼくらの実録。 

３３３３・・・・１１１１１１１１    震災関連本震災関連本震災関連本震災関連本がががが

たくさんたくさんたくさんたくさん入入入入りましたりましたりましたりました。。。。    

 


