
 

 

 

 

 

 

 

☆ 文庫 ☆ 

 

☆『僕は友達が少ない⑥』 平坂読著 

☆『グッドライフ』 チョ・チャンイン著 

☆『愛玩王子 未来への翼』 片瀬由良著 

☆『先生と私 上・下（白いジャージ）』 reＹ著 

☆『華①～③』 くれあ著 

☆『彩雲国物語 紫闇の玉座 上・下』 雪乃紗衣著 

 

図書委員会・購入希望調べ 

『奉教人の死』 芥川龍之介著 

『狼と香辛料⑭』 支倉凍砂著 

『東京レイヴンス①』 あざの耕平著 

『万能鑑定士 Q の事件簿①～⑤』 松岡圭祐著 

 

『向日葵の咲かない夏』 道尾秀介著 

『動物学科空手道部２年高田トモ！』 片川優子著 

『いのちと放射能』 柳澤桂子著 

『天翔る少女』 R.A.ハインライン著 

『源氏物語 九つの変奏』 江國香織[ほか]著 

『あの頃の誰か』 東野圭吾著 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 小説類 ☆ 

 

『グラウンドの空』  
あさのあつこ著（913.6－アサ） 

登校拒否になったピッチャー、エースのいない野球部のキャッチャー、真夏の空の下、ふたりの少年が出会った。 

 

＊『大人の流儀』 伊集院静著（914.6－イ

ジ） 

大人ならどう考え、どう振る舞うのだろう。『作家
の遊び方』もはいりました。 

 

＊『蛻（もぬけ）』  
犬飼六岐著（913.6－イヌ） 

実在した偽の町。かき集められた偽

の住人たち。外界との行き来を遮断

されたその「町」で、起きるはずの

ない連続殺人が―。 

 

『月の上の観覧車』 荻原浩著（913.6－オギ） 

繰り返せない時間の哀歓を描く短篇集。 

 

『豆腐小僧双六道中おやすみ : 本朝妖怪盛衰録』  

京極夏彦著（913.6－キヨ） 

立派なお化けになるために、豆腐小僧、武者修行の

珍道中！ 

 

『ぼくのかみさん』 咲乃月音著（913.6－サク） 

父さん、じつはぼくのかみさんは、男なんです・・・

ぼくの結婚をめぐって、平和な家族が大混乱。 

 

『高校デビュー』 下川香苗著（913.6－シモ） 

映画ノベライズ 

 

『天魔ゆく空』  
真保裕一著（913.6－シン） 

戦国の世を切り開いた男、細川政元。

将軍の首をすげ替え、比叡山を焼き

討ちした「半将軍」を、新たな視点

から描く。 

 

『地をはう風のように』 高橋秀雄作（913.6－タカ） 

どん底にこそ、本物の幸せがある。 

 

『文化祭オクロック』  
竹内真著（913.6－タケ） 

東天高校文化祭のオープニングに、突如始まった FM放送。謎の DJが仕切る放送に巻き込まれた少年、少女

 

図書委員会・購入希望調べ 

『秘密のスイーツ』  
林真理子著（913.6－ハヤ） 

「人のために何かするって、どうしてこんなにうれ

しいんだろう」不登校の小学生・理沙と、戦時下を

生きる雪子。時代を超えて結ばれた二人の友情。 

 

『四つ話のクローバー』 水野敬也著（913.6－ミズ） 

この本読むと「幸せ」になれるらしいで・・・ 

 

『少女外道』 皆川博子著（913.6－ミナ） 

異世界へ誘う七つの物語 

 

『メロディ･フェア』  
宮下奈都著（913.6－ミヤ） 

大学を卒業した私は、田舎に戻り「ひ

とをきれいにする仕事」を選んだ―。

ささやかだけど確かな“しあわせ”の

物語。『太陽のパスタ、豆のスープ』も
入りました。 

 

☆『今夜ウォッカが滴る肉体』  
望月佑著（913.6－モチ） 

二十歳の誕生日、映画館、不思議な少女。暗号めい

た出会いがもたらす出来事の意味に“僕”は戸惑う。

人間の不確かな存在と想いを才気あふれる文章で

描く小説。 

『ロマンス』 柳広司著（913.6－ヤナ） 

退廃と享楽に彩られた帝

都の華族社会で起きた事

件。混血の子爵・麻倉清

彬が辿りついた衝撃の真

実。 

 

図書委員会・購入希望調

べ 

『粉雪』 ユウチャン著（913.6－ユウ） 

 

図書委員会・購入希望調べ 

『オレンジジュース（白いジャージ）』 
reＹ著（913.6－レイ） 

 

『100 歳の少年と 12 通の手紙』  

エリック=エマニュエル・シュミット著（953－シ） 

病気と闘う少年が、最後の日々で知

ったあふれる＜愛＞と＜生きる意

味＞ 

 

 

 

☆ 絵本 ☆ 

 

『輝きの季節 : ターシャ・テューダーと子どもたちの一年』  

ターシャ・テューダー絵と文 

 

 

 

☆ 楽譜 ☆ 

 

図書委員会・購入希望調べ 

『ピアノ弾き語り aiko まとめⅠまとめⅡ』  
 
 

 

☆ ＣＤ ☆ 

 

『花菜 : my favorite things』  

植村花菜 [作詞・作曲・歌] 

 

はっぴょう会絵本から劇あそび 

『ブレーメンのおんがくたい』  

『おしゃべりなたまごやき』  

 

☆『戦国 BASARA 第 2 巻』  

☆『家庭教師ヒットマン REBORN! 

キャラクターアルバム SONG“RED"〜famiglia〜』  

 

 

新着案内 らい★ぶらり 
～ほんのほんのいちぶ ６月２７日～７月２０日 展示分より～ 

 
大阪信愛女学院図書館  Ｎｏ．２５６（２０１１．８．３０．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。 

充実した夏休みを過ごせたでしょうか。 

夏休みに借りた本やＣＤの返却期限は、８月３１日です。お忘れなく！ 



☆ 小説以外の単行本 ☆ 

 

『図書館で調べる』 高田高史著（015.2－タ） 

ネットで検索→解決でＯＫ？ありきたりな調べも

のから脱出するには。 

 

☆『青い鳥の本』  
石井ゆかり著（148.9－イ） 

本をぱっとひらいて、そこにある文章

を読む占い。 

 

『自分の世界をもちなさい : 好きなことがあなたを強くす

る（YA 心の友だちシリーズ）』 仮屋崎省吾著（159.7－カ） 

人間は、ひとつでも好きなものがあれば強くなれま

す。 

 

『10 代からの夢をかなえる感性の
磨き方 : あなたの未来がミラクルハッピーに

なる!（YA 心の友だちシリーズ）』  

佳川奈未著（159.7－ヨ） 

 どんな自分でも生かす素晴らしい感性を身につけていたら、いつか花咲くことになるのです。 

 

『古事記・日本書紀 : 日本はこのように

して始まった!』  

鳥遊まき著 ; nauribon カバー&本文イラスト（164.1－ト） 

今こそ日本の歴史、文化を学んでおこう！ 

 

『知識ゼロからの聖書入門』  
大島力監修（193－チ） 

欧米文化の源がわかる。 

 

『戦国時代の足利将軍（歴史文化ライブ

ラリー）』 山田康弘著（210.47－ヤ） 

戦国時代の幕府とは何だったのか？ 

 

『江戸三百藩 : 知れば知るほど面白い! : 決定版』  

山本明著（210.5－ヤ） 

時代劇や歴史小説の背景をズバリ読み解く。 

 

『数字でわかるお江戸のくらし』  
山本博文監修（213.6－ス） 

面白おかしい八百八町の生活 

 

『上町学 : 再発見・古都おおさか』   

追手門学院上町学プロジェクト著 

（216.3－オ） 

その昔おおさかは、海に抱かれた上町台地に立つ古

代都市だった！ 

 

『新書沖縄読本』  

下川裕治, 仲村清司著・編（219.9－シ） 

沖縄を知ることは日本を知ることだ。 

 

 

『パレスチナに生まれて』  

ナージー・アル・アリー著（228.58－ア） 

多くの権力者を敵にまわすと同時に多くの民衆か

ら愛された、パレスチナの風刺漫画家、初の作品集。 

 

『ネイチャーツアー西表島』 安間繁樹著（291.99－ヤ） 

緑とサンゴ礁の楽園・西表探訪ガイド 

 

『19 歳からはじめる憲法』 水島朝穂著（323.14－ミ） 

 

『18 歳からはじめる民法』 
 潮見佳男, 中田邦博, 松岡久和編（324－ジ） 

 

『歴史人口学で読む江戸日本（歴史文化ライブラリー）』  
浜野潔著（334.3－ハ） 

江戸時代も「少子化」社会？！ 

 

『子どもにかかわる仕事』 汐見稔幸編（366.29－コ） 

学校、診察室、地域などの現場で子どもたちに寄り

そい、支える 13人が自らの仕事を語る。 

 

『ゲイのボクから伝えたい「好き」のハテ
ナ?がわかる本 : みんなが知らない LGBT』 

石川大我著（367.9－イ） 

「カラダの性」「ココロの性」「スキにな

る性」は、ひとそれぞれ。 

 

『東日本大震災 : 読売新聞報道写真集』 （369.31－ヒ） 

 

『奇跡の教室 : エチ先生と『銀の匙』の子どもたち : 伝説の

灘校国語教師・橋本武の流儀』 伊藤氏貴（375.8－イ） 

文庫本１冊×３年間＝東大合格日本一。日本のリー

ダーたちを育てた、スロウ・リーディングの物語。 

 

『生物多様性と私たち : COP10 から未来へ』  

香坂玲著（368－コ） 

私たちの衣も食も住も生物多様性に支えられてい

るんだ！ 

 

『今、ここにあなたといること : 熱血先

生と元不登校児の 3000 日』 兵藤友彦著

（375.184－ヒ） 

人は人と生きてゆく。自分を認め、人と向き合う心と体を発見した先生と生徒と大人たちの、＜再生＞物語。 

 

『虫はごちそう！』  
野中健一著（383.8－ノ） 

たくさんの虫が世界で、そして日本で食べられてい

る。自然のおいしさ見つけよう！ 

 

 

『世界を知る 101 冊 : 科学から何が見えるか』 
海部宣男著（404－カ） 

不確実な時代の科学への確実なガイドブック 

 

『女の子脳男の子脳 : 神経科学から見

る子どもの育て方』  

リーズ・エリオット著（491.371－エ） 

性差にまつわる「神話」を覆す！ 

 

『子どもたちを放射能から守るために』 菅谷昭著

（493.19－ス） 

正しく知って、正しく怖がる。 

 

『本人・家族のための統合失調症とのつきあい方』  
岡崎祐士編（493.76－ホ） 

 

『なぜ、「これ」は健康にいいのか? : 副交感神経が人生

の質を決める』 小林弘幸著（498.3－コ） 

自律神経のコントロールが身体の免疫力を最大限

に引き出すことを、医学的に解き明かした。 

 

『ニッポンの大発明 : 歴史を変えたメイド・イン・ジャパン』 
グレイン調査団編（507.1－ニ） 

世界初はこうやって生まれた！ 

 

『原発事故残留汚染の危険性 : われわれの健康は守ら

れるのか』 武田邦彦著（543.5－タ） 

なぜ国は本当のことを公表しないのか！ 

 

『しあわせ節電』  
鈴木孝夫著（590.4－ス） 

究極の節電バイブルでクール 

ダウン 

 

『急病事故災害から命を守る医学
百科』 福井次矢監修（598.3－キ） 

 

リチャード・W.ブラウン写真（629.253－タ） 

『ターシャの喜びの庭』  『ターシャの輝ける庭』  
 

『さかな博学ユーモア事典』 金田禎之著（664.6－カ） 

さかな本「とどのつまり」の面白さ！ 

 

『白人はイルカを食べても OK で日本人は NG の本
当の理由』 吉岡逸夫著（664.9－ヨ） 

英国からわずか３００キロ北、フェロー諸島の鯨イ

ルカ漁を現地取材、太地町との徹底比較。 

 

『鉄道ひとり旅入門』 今尾恵介著（686.21

－イ） 

 あえて遅い列車に乗り、ひとり旅に出よう。カリスマ「乗りテツ」の旅指南。 

 

 

 

 

☆『9 割がバイトでも最高のスタッ
フに育つディズニーの教え方』 福

島文二郎著（689.3－フ） 

チーム全員がリーダーになるよう

に「人を育てる」法則。相手がど

んな立場でも使える人材教育メソ

ッド。 

 

『南の夢の海へ』 高砂淳二著（748－タ） 

ゆったりと、心が満たされていく・・・夢の楽園へ。 

 

『いつか、楽園へ。』 三好和義著（748－ミ） 

最高の楽園がここにある。 

 

☆『24 : 西島隆弘セカンド写真集』  

☆『Shinking : 與真司郎ファースト写真集』  

小林ばく撮影（767.8－ト） 

 

☆『N/S : 西島隆弘&與真司郎フォトブック』 
桑島智輝写真（767.8－ト） 

 

☆『Freedom : 三浦翔平ファースト写真集』  

吉場正和撮影（767.8－ミ） 

 

＊『芸と人 : 戦後歌舞伎の名優たち』  
織田紘ニ著（774.28－オ） 

華やかな舞台の裏側で見せる、盟友たちの芸への畏

れ、厳しさ。時にのぞかせるその素顔。 

 

☆『ジョージ by 向井理 Fashion Photo BOOK : 映画

「パラダイス・キス」official』 （778.21－バ） 

 

図書委員会・購入希望調べ 

『劇場版 F マクロス～サヨナラノツバサ～』  

ニュータイプ編（778.77－マ） 

 

『「好き」をつらぬこう : ヨーヨー世界チャンピオンの挑戦（YA

心の友だちシリーズ）』 BLACK 著（779.7－ブ） 

人見知りで不器用だった僕がヨーヨーひとつでシ

ルク・ドゥ・ソレイユに入れた理由 

 

図書委員会・購入希望調べ 

『メッシ日記 : ちっちゃなレオの大冒険』  
リオネル・メッシ著（783.47－メ） 

かのマラドーナが“後継者”に選んだ『神

の子メッシ』公認本。 

 

 

『ラグビーガールズ : 楕円球に恋して』  

松瀬学著（783.48－マ） 

タグラグビーからオリンピック

へ！ 

 

 

 


