
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 小説類 ☆ 

 

『一刀斎夢録 上・下』 浅田次郎著（913.6－アサ） 

新選組三番隊長・斎藤一。悪鬼の所業と言わば言え。 

 

『スパイクス： ランナー』 あさのあつこ著（913.6－アサ） 

あいつの走りが、おれを、もっと速くする。ライバ

ルが対峙したとき、その走りに化学反応が起きる。 

 

『シューマンの指』  
奥泉光著（913.6－オク） 

指を失ったはずのピアニストが、なぜ、

シューマンのコンチェルトを弾いて

いるのか？ 

 

『箱庭図書館』 乙一著（913.6－オツ） 

小説家がいる。本の虫がいる。事件がおきる。奇跡

が舞い降りる。「物語を紡ぐ町」にようこそ。 

 

『嫌な女』 桂望実著（913.6－カツ） 

友達がいなくても、孤独な日々を送っ

ていても、けっしてあなたの人生はつ

まらないものではない。 

 

『南極「康」』  
京極夏彦著（913.6－キヨ） 

近年のベストセラーをモチーフに、最

底辺作家・南極夏彦と、彼を取り巻く

くせ者揃いの人々が繰り広げる、ドタ

バタギャグミステリー連作集。 

 

『聖夜』 佐藤多佳子著（913.6－サト） 

読書感想文課題図書 父は牧師。母は元ピアニスト。

ふたりは離婚して、俺は女ぎらいのオルガン部部員。

十歳の俺は、あの夜、「罪」というものを初めて知

った。 

 

『野川』 長野まゆみ著（913.6－ナガ）読書感想文課題図書 

もし鳥の目で世界を見られたら。伝書鳩を育てる少

年たちの物語。 

 

『ちょちょら』 畠中恵著（913.6－ハタ） 

接待こそが留守居役の職分！？武士の仕

事も楽じゃない。平々凡々な新之介、新

米留守居役となる！ 

 

『花物語』 西尾維新著（913.6－ニシ） 

阿良々木暦の卒業後、高校三年生に進

級した神原駿河。直江津高校にひとり

残された彼女の耳に届いたのは、“願い

を必ず叶えてくれる『悪魔様』”の噂だ

った…。“物語”は、少しずつ深みへと

堕ちていく―。  

 

『麒麟の翼』 東野圭吾著（913.6－ヒガ） 

大都会の真ん中で発生した事件の真相に、加賀恭一

郎が挑む。 

 

『放課後はミステリーとともに』 
東川篤哉著（913.6－ヒガ） 

霧ケ峰涼はエアコンではない。鯉ケ

窪学園高等部の名探偵である。脱力

かつ衝撃のトリック、そして、華麗

なる複線の妙。 

 

『カササギたちの四季』 道尾秀介著（913.6－ミチ） 

「リサイクルショップ・カササギ」には、確かな修

理技術と、少しの秘密がある。あたなたが素直に笑

えるよう、真実をつくりかえることもある。 

 

『ばんば憑き』  
宮部みゆき著（913.6－ミヤ） 

「ばんば」というのは、強い恨みの念を

抱いた亡者のことでございます。私にだ

け、見えたのでしょうか？ 

 

『そういうものだろ、仕事っていうのは』 
重松清[ほか]著（913.68－ソ） 

働くことは生きること。世界とつながること。人気

作家がワンテーマで短篇競作！ 

 

『スピリットベアにふれた島』 読書感想文課題図書 
ベン・マイケルセン作（933－マ） 

自分を変えたいのなら、腹を決めろ。アラスカの大

自然のなかで、魂のサバイバルがはじまる。 

 

『マルカの長い旅』 読書感想文課題図書 

ミリヤム・プレスラー作（943－プ） 

ユダヤ人狩りを逃れるたびの途中で

母とはぐれ、一人行き抜く七歳の少女

マルカ。母娘が再びめぐり合うまで。 

 

新着案内 らい★ぶらり 
～ほんのほんのいちぶ ４月２５日～５月１４日 展示分より～ 

 
大阪信愛女学院図書館  Ｎｏ．２５３（２０１１．５．２５．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。 

購入希望について 
 

本やＣＤの購入希望を受け付けていますが、下記のものは 

購入希望できません。 

 

＜対象外＞ 
マンガ ／ 雑誌 ／ DVD やＣＤ－ＲＯＭなど映像のでるもの ／ 

シングルＣＤ（マキシシングルを含む） ／ DVD 付きＣＤ ／  

本学院図書館にふさわしくないと思われるもの 

 

質問はカウンターまで！ 

雑誌付録抽選のお知らせ 

雑誌の付録を抽選でプレゼントしま

す。希望の付録があれば応募（一人

１点だけ）してください。 

 

展示受付展示受付展示受付展示受付：：：：６６６６月月月月 13131313 日日日日（（（（月月月月）～）～）～）～18181818 日日日日（（（（土土土土））））    

当選発表当選発表当選発表当選発表：：：：６６６６月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（月月月月）））） 

当選された方には当選通知を発行

します。 

購読中止の新聞・雑誌 

  予算削減に伴い、下記の新聞・雑誌の講読を中止しました。 

 

＜新聞＞ 読売新聞・産経新聞 

 

＜雑誌＞ 『CD データ』 『ＣＮＮ English Express』 『Duet』 『JELLY』 

 『NHK きょうの健康』 『PHP』全種類 『VIVI』 『お笑いポポロ』 『歌謡曲』 

 『月刊バスケット』   『すてきにハンドメイド』  

『英語教育』 『教員養成セミナー』 『教職研修』 『現代のエスプリ』 『現代教育科学』 

『国文学解釈と鑑賞』 『こころの科学』 『そだちの科学』 『臨床栄養・別冊のみ』  
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１１１１年生年生年生年生にににに多多多多いいいい    

貸出冊数貸出冊数貸出冊数貸出冊数 

 

４月の貸出冊数と一

人当たりの貸出冊数

です。 

例年に比べとても多

く、どのくらい伸びていく

のか楽しみです。 



☆ 小説以外の単行本 ☆ 

 

『わたしが情報について語るなら』 
松岡正剛著（002.7－マ） 

編集の達人が語る、自分と世界の見つめ

かた 

 

『ガンディーの言葉』  
マハートマ・ガンディー著（126.9－ガ） 

非暴力・不服従運動で、インドを独立に導いたガン

ディー。彼の考えた理想の社会ってどんなだろう？ 

 

『からだ上手こころ上手』 斎藤孝著（159.7－サ） 

コミュニケーション能力の高い、できる人をめざ

す！ 

 

『怒らない技術』 嶋津良智著（159－シ） 

今日から、イライラ禁止！今すぐ怒り・イライラが

消える特効薬 

 

『どうすれば頭がよくなりますか? :  13

歳からの進路脳』  

茂木健一郎著（159.7－モ） 

用意するものは一つ。ストップウォッ

チ。魔法の勉強法。 

 

『四国遍路 : さまざまな祈りの世界』 星野英紀,  

浅川泰宏著（186.9－ホ） 

おへんろさんの魅力に迫る！ 

 

『一冊でわかる名画と聖書』  
船本弘毅監修（193－イ） 

 

『世界の「道」から歴史を読む方法 : 

地図上のルートをたどれば世界の歴史は新鮮に

読み解ける!』 藤野紘著（204－フ） 

世界史は、すべて「道」によってつくら

れてきた！ 

 

『変貌する清盛 : 『平家物語』を書きかえる』   

樋口大祐著（298.1－タ） 

平清盛は悪いヤツ？ 

 

『法哲学（一冊でわかる）』 
レイモンド・ワックス著（321.1－ワ） 

法をめぐる問いへの道案内 

 

『成年年齢 : 18 歳成人論の意味と課題 : こ

れで納得!』 平田厚著（324.11－ヒ） 

 

『図解雑学 ドラッカー経営学』 
藤屋伸二著（336.1－フ） 

マネジメントの核心に迫る。 

 

 

『深く聴くための本 : アサーション・トレーニング』 
森川早苗著（361.45－モ） 

「伝える」と「聴く」はコミュニケーションの両輪 

 

『「コミュニケーション能力がない」と悩むまえに : 生

きづらさを考える』 貴戸理恵著（361.45－キ） 

“○○力”の時代の生きづらさを、個人と社会の「あ

いだ」「関係」から考える。 

 

『女子校育ち』  
辛酸なめ子著（367.6－シ） 

私たち、どこか違うんです。女子一〇〇%の濃密ワールドで洗礼を受けた彼女たちは、卒業後も独特のオーラを発し続ける。インタビュー、座談会、同窓会や文化祭潜入などもまじえ

 

『江戸の寺社めぐり（歴史文化ライブラリ

ー）』 
原淳一郎著（384.37－ハ） 

楽しみいっぱい、されど命がけ。江戸

時代の旅の実態！ 

 

『日本人なら知っておきたい「もののけ」と神道 : 日

本人の信仰のカタチは妖怪、化け物、怨霊から見えてくる!』  

武光誠著（387－タ） 

日本人はなぜ「異形のものたち」を祀って暮らして

きたのか？！ 

 

『つまずき克服! : 数学学習法』  
高橋一雄著（410.7－タ） 

数学が苦手なすべての人へ。どこで、なぜつまずい

たのかを自己チェック。今後どう数学と向き合って

いけばよいかがわかる。 

 

『マンガでわかる複雑ネットワーク : 

巨大ネットワークがもつ法則を科学する』 右田

正夫, 今野紀雄著（417－ミ） 

世間は本当に狭いのか？ 

 

『光を止められるか : アインシュタインが挑んだこと』 
米谷民明著（421.2－ヨ） 

光と同じ速さで光を追いかけたら光は止まってい

るように見えるのか。 

 

『知っておきたい有機化合物の働き : 電気を通すプラ

スチックからカップリング反応まで』 齋藤勝裕著（437－サ） 

有機化学の応用は身の回りにいっぱい！ 

 

『大人のやりなおし中学地学 : 震度とマグ

ニチュードの違いは?飛行機雲はどうしてできる

の?』 左巻健男著（450－サ） 

理系のハナシは難しいと思っていませ

んか？実は中学レベルの約束事を知っ

ていれば、内容の多くを理解できます。 

『みんなが知りたい化石の疑問 50 : 一部

の化石からどうして全体がわかるの?映画のように DNA から恐竜

を再生できる?』 北村雄一著（457－キ） 

化石が解き明かす地球と生物の歴史と進化 

 

『大人のやりなおし中学生物 : 木と草の違いはどこにあ

るの?ごはんをかむとなぜ甘くなる?』 左巻健男, 左巻恵美子

著（460－サ） 

トコトンやさしく説明する中学生物の教

科書です。 

 

『痛みと鎮痛の基礎知識 上・下』 
小山なつ著（491.378－コ） 

痛みとはなんだろうか。さまざまな痛み

の奨励や原因をみていくとともに、麻酔

薬や鎮痛薬の発展の歴史、現代の痛みの治療法につ

いても解説する。 

 

『身近なクスリの効くしくみ : 薬理学はじめの一歩』 枝

川義邦著（491.5－エ） 

クスリのこと、身体のことをもっと知り

たいあなたへ。 

 

『わたしの病気は何ですか? : 病理診断科

への招待』  
近藤武史, 榎木英介著（491.6－コ） 

病理診断とは何か、ほんの少しでも知っておこう 

 

『見えてきたがんを治す免疫 : アレル

ギーとがんの治療最前線』  

谷口克著（491.8－タ） 

普通に生活していてもがん細胞はで

きています。でもがんにならないの

は「免疫」システムが備わっている

からです。免疫の世界をのぞいてみ

ましょう。 

 

『なぜ、体はひとりでに治るのか? : 健康を保つ自然治

癒の科学』 中西貴之著（491.8－ナ） 

知らないうちに治ってしまう自然治癒の力。生物を

健康に保つ根源そこには深い秘密があった。 

 

『メタボの常識・非常識 : 健康な人を

「異常」にする日本だけのシステム』  

田中秀一著（493.12－タ） 

まかりとおる「非常識」を「科学」が

斬る！ 

 

『世界最強!アメリカ空軍のすべて : 戦闘機から攻撃機、

爆撃機、次世代機まで、保有戦力の全貌がいま明らかに』 
青木謙知著（538.8－ア） 

星条旗を背負い鷲の軍団は今日も世界の空を飛

ぶ！ 

 

『自転車で行こう』 新田穂高著（536.86－ニ） 

自転車を快適に乗りこなそう！ 

 

 

『夢をつなぐ : 山崎直子の四〇八八日』 

山崎直子著（538.9－ヤ） 

読書感想文課題図書 日本人宇宙飛行士ミッション

全軌跡！ 

 

『カラー図解でわかるジェット旅客機の操縦 : エアバ

ス機とボーイング機の違いは?自動着陸機能はどういうしくみな

の?』 中村寛治著（538.8－ナ） 

離陸から着陸までパイロットの全仕事を解説！ 

 

『化学物質はなぜ嫌われるのか : 「化学物質」のニュー

スを読み解く』 佐藤健太郎著（574－サ） 

ニュースだけではわからない「化学物質」の実際の

ところがわかる！ 

 

『うちの３姉妹⑭』 
松本ぷりっつ著（599－マ） 

 

『樹木ハカセになろう』 
石井誠治著（653－イ） 

木の見方とうんちくを学べる本 

 

『クジラは海の資源か神獣か』 
石川創著（664.9－イ） 

戦う調査団長、かく語りき。 

 

『「日本美術」の発見 : 岡倉天心がめざしたもの』 
吉田千鶴子著（702.16－ヨ） 

「美術」の国＝日本の将来のため、古物保存に立ち

上がった人々の物語 

 

『Magic hour』 吉村和敏著（748－ヨ） 

夕日が沈み、空に一番星が現れ

るまでの間。世界が最も美しく

見える「魔法の時間」 

 

『ツェルニーピアノ演奏の基礎』 
カール・ツェルニー著（763.2－ツ） 

 

『話し合いトレーニング : 伝える力・聴く力・問う力を育てる

自律型対話入門 : ワークシート付』 
大塚裕子, 森本郁代編著（809.6－オ） 

 

『考える力をつける論文教室』 
今野雅方著（816.5－コ） 

自分に言いたいことがなければ小手先の文章で終

わる。社会を知り、自分を知ること

から始める、戦略的論文入門。 

 

『＜意味順＞英作文のすすめ』  
田地野彰著（836－タ） 

難しい文法も角度を変えて理解で

きるユニークな発想を紹介します。 


