
 

 

☆ 文 庫 ☆ 

 

☆『凸凹デイズ』 山本幸久著 
☆『ミミズクと夜の王』 紅玉いづき著 
☆『魔法科高校の劣等生①②』 佐島勤著 
☆『境界線上のホライゾン①上・下』 川上稔著 
☆『機巧少女は傷つかない①～⑥』 海冬レイジ著 
☆『お兄ちゃんだけど愛さえあれば 

関係ないよねっ』  鈴木大輔著 
☆『おまえをオタクにしてやるから、 

俺をリア充にしてくれ！』 村上凛著 
 
＊『チヨ子』 宮部みゆき著 

 
 
 
 
 
 

 
 
*『なぜあの人は、仕事中だけ「うつ」になるのか』  

香山リカ著 

『とある飛空士への追憶』 犬村小六著 
『九月が永遠に続けば』 沼田まほかる著 
『新・燃ゆるとき』 高杉良著 
 

 

☆ マンガ ☆ 

 

『ピアノの森⑳』 一色まこと著 

『くるねこ⑧』 くるねこ大和著 

 

 

☆ ＣＤ ☆ 

 

『ファントム・オブ・ジ・オペラ(オペラ座の怪人) : 完全盤』 
オリジナル・ロンドン・キャスト歌 

『オペラ座の怪人』 劇団四季ロングラン･キャスト歌 

 

☆ 小説類 ☆ 

 
『ピエタ』 大島真寿美著（913.6－オオ） 

18世紀、爛熟の時を迎えた水の都ヴェネツィア。『四

季』の作曲家ヴィヴァルディは、孤児たちを養育す

るピエタ慈善院で“合奏・合唱の娘たち”を指導し

ていた。ある日、教え子のエミーリアのもとに、恩

師の訃報が届く。一枚の楽譜の謎に導かれ、物語の

扉が開かれる 

 

『チロル、プリーズ』 片川優子著（913.6－カタ） 

受験生が結婚…って、えっ?現役大学生作家が描く

超リアル青春小説。 

 

『いとみち』  
越谷オサム著（913.6－コシ） 

ちっこくて泣き虫で濃厚すぎる津軽

弁。日本代表クラスの「ドジッ娘」相

馬いとの進化が、本州最北端のメイド

カフェで、始まる。 

 

『子どものとき、戦争があった』  
いのちのことば社出版部編（916－コド） 

人々に多くの悲しみを負わせたあの「戦争」は、子

どもたちの目にどう映っていたのだろうか。 

 

☆『ジェノサイド』 高野和明著（913.6－タカ） 

創薬化学を専攻する大学院生・研人のもとに死んだ

父からのメールが届く。傭兵・イエーガーは不治の

病を患う息子のために、コンゴ潜入の任務を引き受

ける。二人の人生が交錯するとき、驚愕の真実が明

らかになる――。  

 

『自転車冒険記 : 12 歳の助走』  

竹内真著（913.6－タケ） 

行けるところまで行ってみたいん

だ 12 歳の少年が卒業式の翌日、ロ

ングライドの旅へ。『自転車少年記』

より７年、『少年記』の昇平の息子・

北斗が、自転車にまたがり、一人で家を出た。  

 

『まともな家の子供はいない』  
津村記久子著（913.6－ツム） 

父親がいる家にはいたくない。セキコは苦しかった。

塾の宿題は重く母親はうざく妹はテキトー。世の中

にまともな家はあるのか。怒れる中学３年生のひと

夏の物語。 

  

『HPV 24 歳、 
子宮頸がん患者デビュー』 

723 著（916－ナナ） 

子宮頸がんになったギャルの闘病 blog 

 

『こいわすれ』 畠中恵著（913.6－ハタ） 

やんちゃ二人に堅物ひとり。江戸は神田で大活躍。 

 

『マスカレード・ホテル』  
東野圭吾著（913.6－ヒガ） 

不可解な連続殺人事件の次の犯行現場は、

超一流ホテル。事件解決のため、一人の

男が選ばれた。完璧に化けろ。決して見

破られるな。 

 

『IQ 探偵タクト 未来と拓斗の神隠し』  

深沢美潮作（913.6－フカ） 

 

☆『走れ！T 校バスケットボール部⑥』  

松崎洋著（913.6－マツ） 

 

＊『四十八人目の忠臣』 
 諸田玲子著（913.6－モロ） 

愛する磯貝十郎左衛門と浪士たちのた

め、討ち入りを影から助け、その後、浪

士の遺族の赦免、赤穂浅野家再興を目指

し、将軍家に近づいた実在の女性。浪士

と将軍に愛された女性。  

 

☆『会計探偵クラブ : 大人も知らない税金事件簿』  

山田真哉著（913.6－ヤマ） 

女子高生が挑む税金ミステリー。『女

子大生会計士の事件簿』待望の続編!

会計の次は税金だ!小説+12講座で学

ぶ「税金のシステム」。  

 

“この涙が枯れるまで”  
ゆき著（913.6－ユキ） 

『飛べない鳥』  『空の上から愛してる』 

『かけがえのないキミへ』 

『想うのはあなたひとり －彼岸花－』 

 

 

 

『チョッキー』 ジョン・ウインダム著（933－ウ） 

それは、突然聞こえてきた！ 少年と目に見えない

謎の知性チョッキーとの友情を描く。 

 

『ほこりまみれの兄弟』  
ローズマリー・サトクリフ著（933－サ） 

 二つの「まごころ」のうち

 

 

 
 

 
 
 

新着案内 らい★ぶらり 
～ほんのほんのいちぶ １０月２４日～１１月１９日 展示分より～ 

 
大阪信愛女学院図書館  Ｎｏ．２６０（２０１１．１１．２８．発行） 

今年も図書館利用ア

ンケートを実施しま

す。 

ご協力お願いします。 

� 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。 

冬休み貸出が始まります 

＜長期貸出＞ いつもより少し長く借りられます！ 

期 間 １２月１日（木）～１２月２２日（木） 

返却日 ２０１２年１月１３日（金） 

冊 数 ２０冊まで （卒業生・保護者は１０冊まで） 

 

＜閉館＞ １２月２３日（金）～２０１２年１月９日（月） 

冬休みの貸出をする前に 

 

返し忘れている本やＣＤ

はきっちり返してから借

りましょう。 

今年度今年度今年度今年度のののの購入希望購入希望購入希望購入希望はははは、、、、    

締締締締めめめめ切切切切りましたりましたりましたりました。。。。 



☆ 小説以外の単行本 ☆ 

 

『問題解決スキルノート : 5 ステップで情報整理!』  
桑田てるみ著（002.7－ク） 

アタマの中を見える化！ 

 

『10 代をよりよく生きる読書案内 詩歌編』  

こやま峰子編著（019..5－コ） 

伝えたい思いがある、残したいことばがある。 

 

『すべての人に知っておいてほしい
デザイン･レイアウトの基本原則』 大

橋幸二[ほか]執筆（021.9－オ） 

文字・写真・図版イラスト・配色のデ

ザイン技法や、出力・フォント環境と

いった DTP にまつわる基本的な知識、

原則となるルール全般をまとめた一冊。 

 

『論理的に考える技術 : 「思考する力」は構想と発想、そし

て接続詞の理解で驚くほど伸びる!』  

村山涼一著（141.5－ム） 

すぐれた思考を身につける極意。 

 

『「もう、うんざりだ!」: 自暴自棄の精神病理』  

春日武彦著（141.6－カ） 

自暴自棄の正体とは？ 

 

『池上彰の宗教がわかれば世界が見える』  
池上彰著（160.4－イ） 

仏教、キリスト教、イスラム教、３大宗教のすべて 

 

『修道院の医術 : 心身ともに健やかに生

きるための 12 章』 ルーツィア・グラーン著 

ペーター・ゼーヴァルト編（195.8－グ） 

修道院にはるか昔から伝えられてきた

医術は、長い間、人々の記憶から忘れ

去られてきた。しかしいま、そんな価

値が見直されようとしている。 

 

『写真で見る大阪空襲』  
大阪空襲写真編集委員会編集（216.3－シ） 

 

＊『イスラームから見た「世界史」』  
タミム・アンサーリー著（226－ア） 

イスラーム世界とその歴史について私たちは何を

知っているだろうか。 

 

『江 : 浅井三姉妹と三人の天下人』 畑裕子著（289.1－ゴ） 

織田、豊臣、徳川そして天皇家まで 

 

＊『奇怪ねー台湾 : 不思議の国のゆるライフ』  

青木由香著（292.24－ア） 

ご近所の島・台湾の不思議な日常を観察し

た痛快イラストエッセイ、満を持して日本

上陸! 

『サンデルよ、「正義」を教えよう : 変

見自在』 高山正之著（304－タ） 

巷で流行りの「我こそ正義」のまや

かしを一刀両断！ 

 

『日本中枢の崩壊』  
古賀茂明著（312.1－コ） 

福島原発メルトダウンは必然だった…政府閉鎖すら起

こる 2013年の悪夢とは!? 『官僚の責任』（317－コ）

も入りました。 

 

＊『タイに渡った鑑識捜査官 : 妻がくれた第二の人生』  

戸島国雄著（317.9－ト） 

鑑識技術に国境はない。鑑識 36 年の技がタイの捜

査を変えた！ 

 

＊『池上彰のお金の学校 : 知らないと損する』  

池上彰著（330－イ） 

銀行、保険、投資、税金……。あの池上さんが、生

きていくうえで欠かせないお金のしくみについて

丁寧に解説します。 

 

『キャッシュ・フォー・ワーク : 震災復興の新しいしくみ（岩

波ブックレット）』 永松伸吾著（369.31－ナ） 

被災者自らが働き、仕事の対価を得て、暮らしを立

て直していくためのしくみ。それがキャッシュ･フ

ォー･ワーク。 

 

『私の遺品お願いします。 : 遺品整理屋

の事前相談』 吉田太一著（367.7－ヨ） 

日本初の遺品整理屋が受けた 100 件

近い「事前見積もり」の相談から見え

てきた今を生きる私達が抱える切実

な問題とは。  

 

『保育園における感染症の手引き』 （369.42－ホ） 

 

『保育園におけるアレルギー対応の手引き』  
（369.42－ホ） 

  

『卒業したあなたへ 入学したあなたへ : 激動の時代

を拓く人間力を!』 湊晶子著（377.28－ミ） 

「東日本大震災」で多くの大学で卒業式と入学式が

延期あるいは中止となった。東京女子大学の学長と

して語った式辞から 24 を選び、人生の節目ともな

るそうした式にあずかれなかった人たちに贈るメ

ッセージ集。  

 

＊『大学生のための「社会常識」講座 : 社会人基礎

力を身に付ける方法』 松野弘編著（377.9－マ） 

 

『BASIC800 クイズで学ぶ!理系英文 : クイズで理系

英語脳をきたえよう!頭の柔軟体操で読み書き力アップ』  

佐藤洋一著（407－サ） 

理系頭になろう。 

＊『面白くて眠れなくなる数学』  
桜井進著（410.4－サ） 

文系の人でも楽しめる、ロマンとわ

くわくに満ちた数学エンターテイ

ンメントの世界へようこそ。『超面
白くて眠れなくなる数学』も入り

ました。 

 

『マンガでわかる幾何 : 曲線で囲まれた土地の面積をどう

測る?地球の重さをザックリと推定するには?』  

岡部恒治, 本丸諒著（414－オ） 

ゼロからわかる「幾何」の超入門書。 

 

『やさしいバイオテクノロジー : カラー版 : 遺伝子の基礎

知識から iPS 細胞の話題まで』 芦田嘉之著（464－ア） 

フルカラーの図解を使ってバイオテクノロジーの

基礎知識を楽しく、わかりやすく説明。 

 

『脳科学は「愛と性の正体」をここまで解いた : 人を

愛するとき、脳内では何が起きているのか?』  

新井康允著（491.371－ア） 

脳内物質「オキシトシン」は、あなたの性愛をいか

に操るか?! 

 

『痛みをやわらげる科学 : 痛みの正体やその原因、最新

の治療法までを探る』 下地恒毅著（492－シ） 

痛みをコントロールして健康に！ 

 

『小児科の上手なかかり方がわかる本』  
片岡正監修（493.9－シ） 

 

『法医学で何がわかるか』 上野正彦著（498.94－ウ） 

多くの事件と死体にかかわってきた著者が、さまざ

まな視点から殺害の手口と犯行目的、そして死因の

謎を究明する。  

 

『はやぶさ君の冒険日誌』  
小野瀬直美著（538.94－オ） 

打ち上げから帰還まで「はやぶさ」

を見守り、支え続けた現場スタッフ

による冒険日誌。 

 

『ドイツは脱原発を選んだ（岩波ブックレット）』   

ミランダ・A.シュラーズ著（539.091－シ） 

やればできる！脱原発 

 

『脱原発。天然ガス発電へ : 大転換する日本のエネルギ

ー源』 石井彰著（543.4－イ） 

日本は電力危機をどう乗り切る？ 

 

『浜内式８強野菜ダイエットプラス』  
浜内千波著（596－ハ） 

浜内千波が提案するすべてのダイエッ

トの原点！ 

 

☆『ぷりっつ家は今日ものほほん : 3姉妹4年間の子育

て日記』 松本ぷりっつ著（599－マ） 

松本ぷりっつ一家の４年間の子育

て記録を、マンガとエッセイでお届

けします！単行本＆ブログ「うちの

3姉妹」では読めない、うちの３姉

妹とぷりっつさんちのリアルな爆

笑子育て本です！ 

 

『紅茶が動かした世界の話』  
千野境子著（619.8－チ） 

 

☆『SKET DANCE 公式ファンブック 
開盟学園生徒手帳』  

篠原健太著（726.1－シ） 

 

『ふせんで作るミニチュア切り絵 : 型紙と重ねて切るだ

け!』 Killigraph 著（726.9－キ） 

 

『世界のシェー!!』  

平沼正弘著（748－ヒ） 

シェー!!は世界をつないでしまった

のだ！ 

 

『100 円ショップで手作り楽器 : お安く簡単!ちゃんと鳴

る!』 坂口博樹著（763－サ） 

自由に工作＆デコレーションして楽しもう。 

 

☆『これからはじめる!!エレキ・ベー
ス入門 : これだけは知っておきたいすべて

が見て・弾ける DVD&CD 付』 
（763.55－コ） 

 

『みんなとちがっていいんだよ : キミ

に届け!セミの法則』 ROLLY 著（764.7－ロ） 

いじめられっ子の僕に光と勇気をくれたもの。 

 

☆『Kis-My-Ft2-１st』 （767.8－キ） 

 

☆『「美男 (イケメン) ですね」 : Official fhoto book』 
（778.8－ビ） 

 

『仲間を信じて : ラグビーが教えてくれたもの』  

村上晃一著（783.48－ム） 

1人はみんなのために！みんなは 1人のために！ 

 

＊『ほめる英語・励ます英語 : コミュニケーションを円滑に

する』 クライド・ダブンボート著（837.8－ダ） 

コミュニケーションを円滑にするには、

相手をほめたり励ましたりすることが

いちばんです。こんなふうに言いたい

けど英語でどう言えばいいのか。 

 
 
 


