
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 文 庫 ☆ 

 

☆ 『螺鈿迷宮 上・下』 海堂尊著 

「この病院、あまりにも人が死にすぎ

る」――終末医療の最先端施設として

注目を集めていた桜宮病院。黒い噂の

あるその病院に、東城大学の医学生・

天馬が潜入した。だがそこでは毎夜の

ように不審死が勃発していた…。 

 

 

『動物学科空手道部 
１年高田トモ！』 片川優子著 

勉学と空手に励み、恋に悩む 18歳。

現役獣医学生が贈る、青春満喫

100%ストーリー。 

 

 

諸田玲子著 

『からくり乱れ蝶』   『其の一日』  

『昔日より』      『鬼あざみ』 

 

北原亞以子著 

『深川澪通り燈ともしび頃』 『その夜の雪』 

『お茶をのみながら』     『花冷え』 

『新地橋』 

 

＊ 『猫始末 お医者同心中原龍之介』 
 和田はつ子著 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆『デュラララ!! ⑨』 成田良悟著 

 

☆『ちっちゃな彼女 下』 Ａｋｉ著 

 

『もっと「上手な字！」が書ける本』 
富澤敏彦著（728.9－ト） 

 

 

 

☆ ＤＶＤ ☆ 

 

『トイストーリー③』 
『てぃだかんかん』 

『アンネの日記』 

『ミラクルメーカー』 

『マザー・テレサ 神の愛した聖女』 
 
 
『小さな子どものモンテッソーリ : 0 歳から 3 歳

の育ちの援助①②』 松浦公紀, 百枝義雄監修・出演 

 
『モンテッソーリ教育に学ぶ 

子どもの見方①～⑤』松浦公紀監修・出演 
 

 

貸出できません。館内で視聴してください。 

 

 

 

☆ 小説類 ☆ 

 

“百年文庫”がシリーズで入りました（908.3－ヒ） 

 

＊ 『ポーツマスの贋作』 井上尚登著（913.6－イノ） 

歴史を変えた密偵たち。日露講和の舞台裏、国家謀

略を描く。 

 

 

『節約家族』 ダンカン著（913.6－ダン） 

都会で生きる知恵てんこ盛り。「お金」

が大切か！？「幸せ」が大切か！？ 

 

 

＊ 『木暮荘物語』   
三浦しをん著（913.6－ミウ） 

小田急線・世田谷代田駅から徒歩五分、

築ウン十年。空き室あります!安譜請で

すが、人肌のぬくもりと、心地よいつ

ながりがあるアパートです。うまい、

深い、面白い。三拍子揃った会心作。  

 

 

『タイニーストーリーズ』  
山田詠美著（913.6－ヤマ） 

甘かったり、苦かったり、怖かったり。最

高の日本語の使い手が腕によりをかけた、

二十余篇の恋愛がつまった宝石箱のよう

な短篇集。  

 

 

『がけっぷちナース : がんとともに生

きる』  山内梨香著（916－ヤマ） 

医師や家族に手術や抗がん剤、放射線

治療などを勧められても、最終的に決

めるのは自分自身なのだ。 

 

 

『12 人のカウンセラーが語る 12 の物語』  

杉原保史, 高石恭子編著（913.68－ジ） 

若者は今どのような困難に直面しているのか 

 

 

『新しい人生』 オルハン・パムク著（929.57－パ） 

ある日、一冊の本を読んで、ぼくの全人生が変わっ

てしまった。 

 

 

『オスカー・ワオの短く凄まじい人生』 
ジュノ・ディアス著（933－デ） 

オタク青年オスカーの悲恋と、一族

の背負ったカリブ海の呪い。 

 

 

☆ ＣＤ ☆ 

 

『ともだちラララ』 新沢としひこ 

 

 

☆ 楽 譜 ☆ 

 

『鈴・カスタネットでも主役になれる！やさしくたの
しい器楽合奏曲集』 湯川徹編曲 

 

 

☆ マンガ ☆ 

 

＊ 『新天皇論 : ゴーマニズム宣言 SPECIAL』 
小林よしのり著 

メディアが伝えない天皇のご真意。

教科書が教えない偉大なる女帝の

歴史。お世継ぎを巡る二千年の懊悩。

―われわれは何も知らない。  

 

＊ 『本家ゴーマニズム宣言』  
小林よしのり著 

言論界震撼の「天皇・皇室論」はもちろん、沖縄論、

売国法案「外国人参政権」、iPad まで描きつくす！

ブラックリスト解禁後初の台湾・李登輝元総統訪問

記、特別収録の「東大講演・天皇を語る」まで盛り

だくさん。これを読まなきゃ、日本の「今」は語れ

ない！ 

 

☆ 絵本 ☆ 

 

『心臓はなぜ動く : 神さまからの贈りもの』 Melody 文・絵 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記の２冊は、本学院卒業生が出版した本です。 

 

『はるのゆうびん』  まゆこ著（絵本） 

どんなはるを、はいたつしたい？ 

おともだちと、おさんぽすながらみつけよう！ 

 

『annas のはじめての刺しゅう小物』 
川畑杏奈著（594.2－カ） 

 

 

 

新着案内 らい★ぶらり 
～ほんのほんのいちぶ ４月４日～５月７日 展示分より～ 

 
大阪信愛女学院図書館  Ｎｏ．２５２（２０１１．５．７．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。 

☆ 卒業生が出版 ☆ 



☆ 小説以外の単行本 ☆ 

 

『ウィキリークス』 蜷川真夫, 石川幸憲著（007.3－ニ） 

正義か？悪魔か？ 

 

『きびしい時代を生きぬく力（岩波ブックレット）』  
香山リカ,江川紹子著（159－カ） 

困難に直面したときどうすればいいのか 

 

＊『ハーバードの人生を変える授業』 
タル・ベン・シャハー著（159－ベ） 

4 年で受講生が 100 倍、数々の学生の人生を変え、

ハーバードで最大の履修者がつめよせた「伝説の授

業」。 

 

 “週刊新マンガ日本史”シリーズ（210.08－シ） 

 

『幕末の海防戦略 : 異国船を隔離せよ』  

上白石実著（210.59－カ） 

「開港」を求める異国船。「海禁」を

守る幕府。海防とは何か！ 

 

『女たちの戦国』 楠戸義昭著（281.04－ク） 

戦国を生きた女たちの素顔を生き様とは？ 

 

『図説歴史で読み解く！東京の地理』 
正井泰夫監修（291.36－ズ） 

江戸の「町」から東京の「街」への大変貌 

 

＊『図説地図とあらすじでわかる！  
史記』 渡部精一監修（222.01－ズ） 

悠久の歴史をこの一冊で読み解く。 

 

『社会の真実の見つけかた』  
堤未果著（304－ツ） 

メディアが流す情報を鵜呑みにしていては、社会の

真実は見えてこない。 

 

『中国 : 危うい超大国』 シャーク著（312.22－シ） 

中国指導者たちの苦悩とは？ 

 

『天安門事件から「08 憲章」へ : 中国

民主化のための闘いと希望』 劉暁波著 ; 劉

燕子編（312.22－リ） 

2010年ノーベル平和賞受賞！ 

 

『ちっちゃいけど、世界一誇りにしたい
会社 : 日本中から顧客が追いかけてくる 8 つの

物語』 坂本光司著（335.35－サ） 

どうしても人に教えたくなる８社のス

トーリー 

 

『プロフェッショナルの条件 : いかに成果をあげ、成長す

るか』 P.F.ドラッカー著（336－ド） 

自分の能力を見極め、伸ばすための簡単な方法 

 

『若者はなぜ「就職」できなくなったの
か? : 生き抜くために知っておくべきこと』  

児美川孝一郎著（366.21－コ） 

無防備なままに若者を社会に放り出す

な！！ 

 

『明治大学で教える「婚育」の授業』 
富祥彦著（367.4－モ） 

いま必要な「仲間」をつくる力、「結婚」できる力

とは！ 

 

『無縁社会 : "無縁死"三万二千人の衝撃』 
ＮHK「無縁社会プロジェクト」取材班編著（368－エ） 

無縁死は明日のあなたかもしれない 

 

『虹をかけた保育者たち : 子どもに魅せられて』 
岡喬子[ほか]著（369.42－オ） 

保育者として働きながら結婚・出産・子育てを経験

した７人。私のそばにはいつも子どもたちの笑顔が

あった。 

 

秋山浩子文/納田繁イラスト（375.18－ブ） 

『文化系部活動アイデアガイド 美術部』  
『文化系部活動アイデアガイド 合唱部』 

 

『正しいパンツのたたみ方 : 新しい家

庭科勉強法』 南野忠晴著（375.5－ミ） 

生活力アップのカギは家庭科にあ

り！ 

 

『資料でわかる乳児の保育新時代』  
乳児保育研究会編（376.1－シ） 

 

『いつでもどこでも言葉あそび : 発想力・コミュニケーショ

ン力を育む』 グループこんぺいと著（376.158－グ） 

 

『保育者の保護者支援 : 保育相談支

援の原理と技術』 柏女霊峰,  

橋本真紀著（376.1－カ） 

子育て支援は、何を、どこまで行うの

か 

 

『高校留学アドバイス』 伊藤史子著（377.6－イ） 

高校生たちよ、世界に出よう！ 

 

『就活とブラック企業 : 現代の若者の働きかた事情（岩波

ブックレット）』 森岡孝二編（377.9－シ） 

親は知らない、いまの「就活」「就職」の現実 

 

『図説世界を驚かせた頭のいい江戸のエコ生活』  
菅野俊輔著（382.1－カ） 

少ないモノで、人生を思いっきり楽しむ江戸っ子の

「持たない」智恵！ 

 

 

『中学生のための礼儀・作法読本 : これだけは身につ

けたい 大人への入り口』 
横浜市教育委員会事務局編（385.9－チ） 

 

『これだけは知っておきたい理系の話』  
話題の達人倶楽部編（404－コ） 

身のまわりの科学から、学校で習った

「法則」、理系の人の頭の使い方まで、

大事なツボを完全解説。 

 

『中学生 eco (エコ) の自由研究』  

ガリレオ工房編著（407－ガ） 

 

『科学英語を読みこなす : 思考力も身につく英文記事読

解テクニック』 畠山雄二著（407－ハ） 

面白く読めて論理的な思考力も養える！ 

 

＊『図解ざっくりわかる！「微分・積分」
入門』  

岡部恒治, 長谷川愛美著（413.3－オ） 

 

『日本の火山を科学する : 日本列島津々

浦々、あなたの身近にある 108 の活火山とは』  

神沼克伊, 小山悦郎著（453.821－カ） 

火山もまた日本のすばらしき魅力の１つだ！ 

 

『生物の進化大図鑑』 

ダグラス・パーマーほか著（467.5－パ） 

 

☆ 『死因不明社会』  
海堂尊著（491.6－カ） 

『チームバチスタの栄光』海堂尊書き

下ろしロジカルモンスターこと、厚労省の変人官僚 

白鳥がなんとブルーバックスに登場。海堂尊のライ

フワーク「死亡時画像病理診断」について縦横無尽

に語り尽くす！ 

 

『子どもの救急相談対応ガイド : 子どもの急な病気と事

故;こんなときどうするの?』 平林優子監修  

神奈川県看護協会編集（493.92－コ） 

ナースと保育者のために 

 

『「腸ストレス」を取り去る習慣』  
松生恒夫著（493.46－マ） 

免疫の 60%は腸に集中していた！ 

 

『どこからが心の病ですか？』  
岩波明著（493.7－イ） 

あの言動は、もしかして･･･。早期に気づ

くために。 

 

『心臓外科医の覚悟 : 医師という職業を生きる』 
山本晋著（494.643－ヤ） 

命と向き合う手術室は技を駆使した究極の職場 

『看護崩壊 : 病院から看護師が消えてゆく』 
小林美希著（498.14－コ） 

崩壊寸前の看護現場を揺るがす、今後の制度改定案

についても徹底検討！ 

 

『これならわかる!小児保健実習ノート : 子育てパート

ナーが知っておきたいこと』  
小林美由紀執筆 ; 榊原洋一監修（498.7－コ） 

 

『監察医の涙』  
上野正彦著（498.9－ウ） 

2 万体を検死した法医学の権威・上野

正彦医師が、忘れられない、愛と生と

死のドラマ。 

 

『原発と日本の未来 : 原子力は温暖化対策の切り札か（岩

波ブックレット）』 吉岡斉編（543.5－ゲ） 

エネルギー政策と安全保障を見据え、未来への選択

をするために 

 

『facebook 使いこなし術 : パワーユーザーが明かす「楽し

む秘訣」』 根岸智幸著（547.48－ネ） 

こんな楽しい情報交換ツールはない！ 

 

＊ 『デトックス・ベジスープ : 食べる

ほどやせてきれいに!』 
 庄司いずみ著（596.3－シ） 

 

＊ 『つくりおきおかずで朝つめるだ
け!弁当①②』  小田真規子著（596.4－オ） 

 

＊ 『ようこそ、ちきゅう食堂へ』  
小川糸著（596－オ） 

おいしい出会いを求めて、「食堂」をめぐる長い旅

のはじまりはじまり。  

 

＊ 『するめ映画館』  
吉本由美著（778－ヨ） 

え？こんな映画がお好きなんですか？筋

金入りの映画好き 10人との偏愛対談。 

 

『あぁ、残念な話し方! : 台なしにするひと言、株を上げるひ

と言』 梶原しげる著（809.4－カ） 

見た目は非の打ちどころがないのに・・・その話し

方でソンしてる！ 

 

『伝わる文章の書き方教室 : 書き換えトレーニング 10

講』 飯間浩明著（816－イ） 

ゲーム感覚の書き換えトレーニングを通じて、相手

に「伝わる」文章のコツを伝授する。 

 

 

『ピンチに役立つ英語表現辞典』 
 松浦庸夫著（837.8－マ） 

 


