
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

☆ Ｃ Ｄ ☆  

 

『恋のうた 泣きラブ』 
『恋のうた Winter Best』 
『たいせつな友達に贈る歌』 
『卒園ベストソングス』 
『なつかしのこどもヒットソング』 
『いっしょにあそびうた５０』 

『キッズ・ソング だいすき Happy つめあわせ』 

『マイケル・ジャクソン ヒストリー』 

 

  スーザン・ボイル歌 

『The GIFT』 
  『I Dreamed A Dream』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☆ 文 庫 ☆  
 
『ジョナさん』片川優子著 

『輝く夜』 百田尚樹著 

『ひきこもれ』吉本隆明著 

『妖の華』誉田哲也著 

『探偵倶楽部』 東野圭吾著 

『ゆうやけ色 オカンの嫁入り・その後』 咲乃月音著 

☆『“文学少女”見習いの卒業。』 野村美月著 

☆『えむえむっ！』シリーズ  松野秋鳴著 

☆『僕は友達が少ない⑤』 平坂読著 

☆『ちっちゃな彼女。 上』 Aki 著 

☆『大伝説の勇者の伝説⑨』鏡貴也著 

☆『緋色の欠片①～③』水澤なな[著 

 

☆ 小説類 ☆ 

 

『火群のごとく』  
あさのあつこ著（913.6－アサ） 

何者かに兄を殺された林弥は仲間とと

もに運命に立ち向かう少年剣士たちを

描く。 

 

『叛旗は胸にありて』 犬飼六岐著（913.6－イヌ） 

多くの謎に包まれた江戸のクーデター事件を動か

したのは･･･。浪人たちの反乱「慶安の変」新解釈。 

 

『梅しゃん-6 : いじめで奪われた 6 年間』 
梅田直樹著（916－ウメ） 

心を傷つける“いじめ”をボクは絶対に許さない 

 

『カニザノビー』 小野寺文宣著（913.6－オノ） 

へっぽこシナリオライターの運命との闘いの物語。 

 

☆ 『アリアドネの弾丸』 海堂尊著（913.6－カイ）  

平穏な東城大学付属病院で一発の銃声が

響くとき、「バチスタ・スキャンダル」を

超える、未曾有の危機がやってくる――。 

 

『第二音楽室』  
佐藤多佳子著（913.6－サト） 

重なりあい、どこまでも柔らか

く広がる四つの旋律。眩しくて切なくてな

つかしい、ガールズストーリー。 

 

『純恋』 新堂冬樹著（913.6－シン） 

汚れた者にしか見えない「真実の愛」 

 

『月桃夜』 遠田潤子著（913.6－トオ） 

かつて二百年前の奄美にも、許されぬ愛を望んだ兄

妹がいた…。想いは人知れず、この世の終わりまで

滾り立つ。 

 

『若様組まいる』 畠中恵著（913.6－ハタ） 

徳川の世なら「若殿様」だが、明治の今、

巡査教習所で訓練中。 

 

『へんないきもの三千里』 早川いくを著  

 寺西晃絵（913.6－ハヤ） 

セレブ少女が、何の因果か無法の生物界へトリップ。

格差もびっくり、弱肉強食！ 

 

『空想オルガン』  
初野晴著（913.6－ハツ） 

容姿端麗、頭脳明晰のハルタと、天然少

女チカが織りなす迷推理、“ハルチカ”

シリーズ第 3弾 

 

 

 

『影法師』 百田尚樹著（913.6－ヒヤ） 

生涯の契りを誓った二人の少年。一人は異例の出世

を果たし、一人は貧困のなかで朽ち果てた。 

 

『at Home』 本多孝好著（913.6－ホン） 

ふぞろいで歪な４つの家族とそこに生きる人々。そ

こは人がほんとうに帰るべき場所なのだろうか？ 

 

『アインザッツ』 山本寛著（913.6－ヤマ） 

かつて吹奏楽部だったアナタも、いま

吹奏楽部のキミも！ 

 

『史上最強の内閣』 
室積光著（913.6－ムロ） 

「こんな内閣があったら……」笑って笑って、涙す

る、史上初の内閣エンタテインメント!  

 

☆ 『忘却の覇王ロラン③』 吉野匠著（913.6－ヨシ） 

 

☆ 『モーツァルトはおことわり』  
マイケル・モーパーゴ作（933－モ） 

世界的バイオリニスト、パオロは決し

てモーツァルトを演奏しない。その理

由は、ナチス強制収容所の悲劇とつな

がっていた。 

 

＊ 『わたしは英国王に給仕した』  
ボフミル・フラバル著（989.5－フ） 

小さな国の小さな給仕人が語る、人生、上がったり

下がったり！ 

 

 

☆ 旅行書 ☆ 

 

『戦国史料館＆博物館ベストガイド』  
戦国歴史文化研究会著 

乱世を駆け抜けた名将・偉人たちの

足跡をたどる。 

 

『関西の世界遺産 : 奈良・京都・高野山・熊野・姫路城…

and more 33 の宝と街あそび』  
 

 

☆ マンガ ☆ 

 

『誰も教えてくれないお金の話』  
うだひろえ著 

一生使えるお金の智恵がたっぷり詰まっ

てます。 

 

 

☆ 楽譜 ☆ 

 

『いきものばかり : メンバーズ Best セレクション』  

新着案内 らい★ぶらり 
～ほんのほんのいちぶ １月８日～１月２２日 展示分より～ 

 
大阪信愛女学院図書館  Ｎｏ．２４９（２０１１．２．１．発行）  

� 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。 

ご協力いただいたアンケートより 

さまざまなご意見・ご要望が寄せられました。その中から気になるものをご紹介します。 

「ハードカバーばかりではなく、文庫本を入れてほしい。

興味がわいてもハードカバーなら手に取る気があんまり

わいてこないので。同作品で文庫本も入れてほしい。」 

 

→ すでにある作品の文庫を購入するよりも、新しい作

品をよりたくさん購入していきたいと思います。 

たくさんのＣＤやマンガ、雑誌の種類を増やして

ほしいという意見がある一方で、こんな意見も。 

 

「雑誌とかは娯楽のものだし自分で買えばいい。

CD とかも別に買わなくて良いと思う。（アニメと

かの）高いし何年かたったら全くいらなくなる CD

ばっかりだと。もっとためになるものを購入して

欲しい。というか、もっと制限して欲しい。」 

 

→ みなさんはどう思いますか。 

みなさんのご意見の中から改善できるところは改善

し、少しでも利用しやすいように心がけていきます。 



☆ 小説以外の単行本 ☆ 

 

＊ 『「読む力」はこうしてつける』  
吉田新一郎著（019.2－ヨ） 

効果的な読書をするための方法を紹介します。 

 

 

『ゆかいな誤変換。』 ヨシナガ著（049－ヨ） 

くだらなかったり、シュールだったり･･･

バカなパソコンが生み出す誤変換の数々

が一冊に！ 

 

『自分ブランドの教科書 : 図解 : フジマキ流至上最強の

あなたをつくる』 藤巻幸夫著（159－フ） 

あなたにしかない武器、センス、表現力・・・。そ

れを磨こう！ 

 

☆ 『「恋の引力」強めましょ。』 
しまだ・ひろみ絵（159.6－コ） 

ハッピーエンドの恋より、ハッピーエンドレスの恋。

「好き」という気持ちがあなたをもっとキレイにす

る。  

 

☆ 『ひとりの時間の楽しみ方』  

しまだ・ひろみイラスト 

吉元由美監修（159.6－ヒ） 

がんばっている自分に贅沢な時間をプレ

ゼントしよう 

 

『ヘンデル・メサイア : 心に響く言葉と音楽・癒しのメッセー

ジ』 陶山義雄著（196.5－ヘ） 

聖書の真髄に迫る音楽「メサイア」ヘンデルはどの

ように解釈し作品化しているのか。 

 

『イギリス発見の旅 : 学者と女性と観光客』  
指昭博著（233.05－サ） 

旅を通じてイギリスを知る！ 

 

『奇界遺産』 佐藤健寿編著（290.8－サ） 

奇界、そこは狂気が正気と呼ばれるところ。 

 

『山女子宣言 : はじめての山・おすすめ 30』  
山女子著（291.09－ヤ） 

週末は山へ行こう！ 

 

『もうひとつのスーダン : 日本人医師川原尚行の挑戦』  

川原尚行文 ; 内藤順司文・写真（294.29－カ） 

外務省を辞めてスーダンに渡った日本人医師、川原

尚行。自らが語り、内藤順司の写真で伝えるメッセ

ージ本 

 

『国際問題がわかる!世界地図の読
み方』 池上彰著（319－イ） 

世界中から集めたコレクションで知ら

なかったあの国の事情がよくわかる。 

『いまこそ日本人が知っておくべき「領土問題」の
真実 : 国益を守る「国家の盾」』  

水間政憲著（319.1－ミ） 

一次資料で読み解く「尖閣、竹島、北方領土は日本

領」の動かぬ証拠。 

 

『イラストで知るアジアの子ども』  
アジア保健研修財団編著（367.6－ア） 

取り巻く社会の厳しい現実に、支え合

い立ち向かう子どもたちの姿 

 

『世界中から人身売買がなくならないのはなぜ? : 

子どもからおとなまで売り買いされているという真実』  
小島優, 原由利子著（368.4－コ） 

 

『東大家庭教師の結果が出るノート術』 
吉永賢一著（375－ヨ） 

 あなたのノートを劇的に変えるのは、「アウトプット品質」という発想法。 

 

『ちょこっとパフォーマンス 38 : お誕生
会集会日常保育・・・あらゆる場面で使える!』  

駒井美智子監修・著ほか（376.14－コ） 

 

『子どものためのリトミック de 発表会』  
神原雅之, 杉本明編著（376.157－ア） 

 

『PriPri(プリプリ)0・1・2 歳の劇あそ
び : 絵本+脚本でわかりやすい!』 阿部直美,  

浅野ななみ著（376.157－ア） 

 

『保育に役立つあそびのネタブック : すぐ使えてたのし

い!』 井上明美編著（376.157－イ） 

 

『すぐできるペープサート CD-ROM』 
 十亀敏枝, オフィスやまいも著（376.157－ソ） 

 

『笑う入試問題』 新保信長著（376.8－シ） 

この問題、あなたは答えられますか？ 

 

『あぶない科学実験 : リアルライトセーバーか

らエアバズーカ、光るピクルスまで』 
川口友万著（407－カ） 

トンデモ科学実験を、自分の手でやってみたい。そ

んな考えから始まった実験の数々。 

 

『ナノ・スケール生物の世界』  
リチャード・ジョーンズ著（460－ジ） 

驚異の電子顕微鏡写真 

 

『またまたへんないきもの』  
早川いくを著 ; 寺西晃絵（480.4－ハ） 

キモい、かわいい、そして面白い！『へん

ないきもの』が更なる進化を遂げ、お茶の

間を急襲する！ 

『海の魚大図鑑 : 釣りが, 魚が, 海が, もっと

楽しくなる』  

石川皓章著（487.5－イ） 

日本で釣れる魚 600種を収録！ 

 

『かぜと新型インフルエンザの基礎知識 : 知って防ご

う』 岡部信彦著（493.87－オ） 

予防の基本を身につけるために！ 

 

『看護師になるための完全ガイド』  
石井美恵子監修（498.14－カ） 

 

『鎌倉スワニーに教わるバッグと小物の基礎
Book』 （594.7－カ） 

 

『体脂肪計タニタの社員食堂  : 

500kcal のまんぷく定食 続』  

タニタ著（596－タ） 

 

『あなたのために : いのちを支える
スープ』  辰巳芳子著（596－タ） 

 

『野菜のスイーツ : パティスリーポタジエが贈るとびきりヘル

シーなスイーツ・レシピ集』 柿沢安耶著（596.6－カ） 

 

『断捨離で日々是ごきげんに生きる知
恵』 やましたひでこ著（597.5－ヤ） 

手放すことで自然とうまくいく生き方。

“ダンシャリアン”が全国各地で急増中！ 

 

『四季の花色大図鑑 : 花を調べる花を使う』  
講談社編（627－シ－R） 

 

『グランドスタッフ入門 : 航空業界で働く!』 
野田勝昭著（687.3－ノ） 

空港カウンターやゲートで颯爽と働くグ

ランドスタッフを目指す人のために。 

 

『美しいをさがす旅にでよう』 
田中真知著（701.1－タ） 

美しさ、それは発見するもの。 

 

『世界の art 図鑑』 松浦直美訳（702－セ） 

洞窟壁画から現代アートを国や時代をこえて紹介。 

 

『錯視芸術の巨匠たち : 世界のだまし絵

作家 20 人の傑作集』  

アル・セッケル著（708－セ） 

摩訶不思議な世界を大公開。人間の視覚

を見事にあざむくアートの競演をご堪

能あれ！ 

 

『岡本太郎「明日の神話」修復 960 日間の記録』 
吉村絵美留著（723.1－オ） 

「幻の巨大壁画」太郎の情熱と志に修復家は圧倒さ

れた。 

☆ 『SHARK』 尾田栄一郎著（726.1－オ） 

 

☆ 『贖罪』 酒井法子著（767.8－サ） 

のりピーの誕生から転落まで、あり

のままに語った初の自叙伝。  

 

☆ 『Soul eater soul art 大久保篤画

集』 大久保篤著（726.1－オ） 

 

＊ 『歌舞伎のびっくり満喫図鑑』  
君野倫子著（774.6－キ） 

歌舞伎のわくわく＆ドキドキがギュッと詰

まっています！ 

 

『作画汗まみれ』 大塚康生著（778.77－オ） 

高畑勲・宮崎駿と共に青春時代を過ごし、数々の傑

作アニメーションを作ってきた職人的名アニメー

ターの貴重な証言と記録。 

 

『落語の聴き方楽しみ方』 松本尚久著（779.13－マ） 

落語という芸の特異性に迫る！ 

 

『幻想ネーミング辞典』  
新紀元社編集部編集（801.3－ゲ） 

ファンタジーでよく登場するワードや植物、動物、

宝石などの単語 1200以上を、10ヶ国語で紹介！ 

 

『イギリス英語でしゃべりたい!  
UK 発音パーフェクトガイド』 

小川直樹著（831.1－オ） 

イギリス英語の発音を、音声指導の

プロが徹底解説。 

 

『イギリス英語でとっさのひとこと』  
Cafeglobe.com 編（837.8－イ） 

今ロンドンで実際に使われている、リアルで気の利

いた会話フレーズを現地直送でお届けします。 

 

『文才がなくても書ける小説講座』 
鈴木信一著（901.3－ス） 

「書くこと」の仕組みから説いた、まったく新しい

小説作法。 

 

『海を越える日本文学』 張競著（910.26－チ） 

海外での村上春樹人気はなぜ？日本文学にまつわ

る翻訳事情、その舞台裏に迫る。 

 

☆ 『The art of the band t-shirt』  

Amber Easby & Henry Oliver（洋書 589.22－E） 

 

☆ 『Nylon street view : the new  

Nylon book of global style』 
（洋書 589.2－N） 

 

 


