
 

 

☆ 小説類 ☆ 

 

☆『浜村渚の計算ノート②③』  
青柳碧人著（913.6－アオ） 

名探偵は、天才数学少女！ 

 

『Ｔｈｅ ＭＡＮＺＡＩ⑥』  
あさのあつこ作（913.6－アサ） 

 

『明日のマーチ』  
石田衣良著（913.6－イシ） 

迷いなんて吹き飛ばせ！未来は変え

られる、この足で一歩ずつ。 

 

『いねむり先生』  
伊集院静著（913.6－イジ） 

作家にしてギャンブルの神様、色川武大と過ごした

温かな日々。 

 

『酸素は鏡に映らない』 上遠野浩平著（913.6－カド） 

秘宝を探し求めて、少年は不思議な冒険をはじめる。 

 

☆『ラストラン』 角野栄子作（913.6－カド） 

74 歳のイコさんは東京から岡山まで、

５歳の時に死別した母の生家をバイ

クで訪ねるという、思い切った行動に

出る。イコさんはその家で、自分は幽

霊だという子供の頃の母そっくりの

少女に出会うが…!? 

 

 

 

 

 

図書委員会・購入希望調べ 

『楽園のとなり』 河上朔著（913.6－カワ） 

めげない少女（騎士志望）×人間不信な美少年。 

不器用なふたりのハートフルファンタジー。 

 

『悪の教典 上・下』 貴志祐介著（913.6－キシ） 

とびきり有能な教師がサイコパスだったとしたら、

その凶行は誰が止められるのか。 

 

『サヴァイヴ』 近藤史恵著（913.6－コン） 

他人の勝利のため犠牲になる喜びも、常に追われる

勝者の絶望も、きっと誰にも理解できない。 

 

『ぼくらの輪廻転生』  
さとうまきこ著（913.6－サト） 

君とぼくは、何度もめぐり逢う。

前世からの約束を果たすために。 

 

『アンダルシア』  
真保裕一著（913.6－シン） 

外交官・黒田康作、アンドラ、スペイン、フランス

の警察による三つ巴の捜査に、単身渡り合う。 

 

図書委員会・購入希望調べ 

『囮物語』 西尾維新著（913.6－ニシ） 

―嘘つき。神様の癖に”かつて蛇に

巻き憑かれた少女・千石撫子。阿良々

木暦に想いを寄せつづける彼女の前

に現れた真っ白な“使者”の正体と

は…? 

 

 

 

☆『真夏の方程式』 東野圭吾著（913.6－ヒガ） 

夏休みを伯母一家が経営する旅館で過ごすこ
とになった少年・恭平。仕事で訪れた湯川も、
その宿に滞在することを決めた。翌朝、もう一
人の宿泊客が変死体で見つかった。その男は定
年退職した元警視庁の刑事だという。これは事
故か、殺人か。 
 

図書委員会・購入希望調べ 

『新着メールが一件あります。』  
美嘉著（913.6－ミカ） 

 

図書委員会・購入希望調べ 

『生霊の如き重るもの』  
三津田信三著（913.6－ミツ） 

 

☆『百合色』 ゆき著（913.6－ユキ） 

 

☆『質素な性格 : 欲は小さく野菊のごとく』  

吉行和子著（914.6－ヨシ） 

怠け者でも実践できるさっぱり生活のコツを 

披露！ 

 

『ドーン・ロシェルの季節①～④』  
ローレン・マクダニエル作（933－マ） 

ドーン・ロシェルは、13歳の春、白血病を発病する。入院中のルームメイト・サンディと共につらい治療を乗

白血病と闘う少女の青春を鮮やかに 

描く！ 

 

 

 

☆ ＣＤ ☆ 

 

☆『GOSICK 花降る亡霊は夏の夜を彩る    
知恵の泉と小夜曲』 

☆『戦国ＢＡＳＡＲＡ 第 2 巻』 
☆『戦国 BASARA３ オリジナル・サウンドトラック』 
☆『家庭教師ヒットマン REBORN!  

キャラクターアルバム SONG“RED"〜famiglia〜』 
☆『大河アニメ「刀語」歌曲集 其ノ壱』 
☆『デュララジ掲示板 観察日記 ２枚目』 
☆『劇場版マクロスＦ  

サヨナラノツバサＴｈｅ end of triangle』 

 

☆『Ｍｏｒｉａ』 Ｓｏｕｎｄ ｈｏｒｉｚｏｎ 
 
LADY GAGA 
☆『The FAME MONSTER』  

 

 

 

☆ 文 庫 ☆ 

 

☆『暁の魔女は夢をみる』 真朱

那奈著 

☆『断章のグリム⑦⑧』甲田学人著 

☆『薄桜鬼④』 矢島さら著 

☆『雪の聖画と氷の首飾り』 本宮ことは著 

☆『デュラララ⑩』 成田良悟著 

☆『ソードアートオンライン⑧』 川原礫著 

 

『ハーモニー』 伊藤計劃著 

『真珠夫人』 菊池寛著 

『東海道四谷怪談』 鶴屋南北作 

『好色一代男』 井原西鶴作 

 

『十頁だけ読んでごらんなさい。十頁たって飽
いたらこの本を捨てて下さって宜しい。』  

遠藤周作著（816.6－エ） 

 

＊『ルーヴルの名画はなぜこんなに面白いの
か : これだけは見逃せない!ルーヴル美術館の傑作たち』  

井出洋一郎著(706.9-イ) 

 

 

☆ マンガ ☆ 

 

☆『うた恋い。①②』 杉田圭著  

 渡部泰明監修 

紫式部、在原業平たちの恋歌がコミ

ックと超訳に。31 文字の和歌に込

められた究極のラブ・ストーリー。 

 

『帝国ホテル 120 年の最高』 横溝邦彦原作 ; 加藤

礼次朗, 根本哲也, 山下京子漫画 

最高であり続ける帝国ホテルの姿 

 

『踊る産科女医』 吉川景都著 

漫画家・吉川景都（出産経験ナシ）

が、“モノ言う”産科女医・宋美玄先

生に弟子入り！女性でも実はちゃん

と知らない“妊娠・出産”“女性の体”

について、わかりやすく紹介・解説

するコミックルポエッセイ。 

 

 

☆ 学習参考書 ☆ 

 

☆『漢文訓読入門』 古田島洋介, 湯城吉信著 

☆『完成漢字 2600 : 出題頻度順』 加納喜光監修 

 

『とってもやさしい英語』 
『とってもやさしい社会』 
『とってもなっとく理科』 
 

 

新着案内 らい★ぶらり 
～ほんのほんのいちぶ 8月２5日～9月９日 展示分より～ 

 
大阪信愛女学院図書館  Ｎｏ．２５７（２０１１．９．２６．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。 

9月 29日は招き猫の日 



☆ 小説以外の単行本 ☆ 

 

『正式名称大百科』 正式名称研究会著（049－セ） 

古今東西・森羅万象に関するモノの名前の裏話 

 

『もういちど読む山川倫理』 小寺聡編（150－モ） 

さあ哲学をはじめよう！ 

 

『17 歳からのドラッカー』 中野明著（159.7－ナ） 

人生のマネジメント・・・これからを生き抜く知恵

が満載！ 

 

『ブタのみどころ』  
小泉吉宏著（159－コ） 

人生どこに曲がり角があるかわからな

い。『ブッタとシッタカブッタ』シリー

ズ姉妹編。 

 

『ギリシア・ローマ神話人物記 : 絵画と家系図で描く

100 人の物語 : 図説』 マルコム・デイ著（164.31－デ） 

神々と英雄 100人を徹底解説！ 

 

『いま、生きる良寛の言葉』  
竹村牧男監修（188.8－イ） 

良寛禅師からの言葉の処方箋 

 

『マザーテレサの秘められた炎』  
ジョゼフ・ラングフォード著（192.88－マ） 

マザーテレサを動かした原動力は何

だったのか？ 

 

『「アメージング・グレース」物語 : ゴス

ペルに秘められた元奴隷商人の自伝』  

ジョン・ニュートン著（198.4－ニ） 

名曲に秘められた壮絶なドラマ！ 

 

『大阪今昔歩く地図帖 : 彩色絵はがき、古写真、古地図

でくらべる』 井口悦男, 生田誠著（216.3－イ） 

変貌する大阪をたどるお散歩ガイド 

 

『図説魔女狩り』  
黒川正剛著（230.5－ク） 

約５万人が犠牲になった魔女狩りはな

ぜ起きたのか。魔女とはなんだったの

か。 

 

『二つの憲法 : 大日本帝国憲法と日本国憲法（岩波ブックレ

ット）』 井上ひさし著（323.12－イ） 

作成秘話、文言をめぐる攻防、込められた思い･･･

こうして、日本の近代憲法は誕生した。 

 

『日本はなぜ世界でいちばん人気があるのか』  
竹田恒泰著（361.5－タ） 

世界はいま空前の日本ブーム。それなのに自分の国

を愛せないのはあまりにも悲しい。 

 
『ふむふむ : おしえて、お仕事!』  

三浦しをん著（366.29－ミ） 

 あなたのお仕事、なんですか？聞いて「ふむふむ」読んで「ふむふむ」の人物探訪記。 

 

『13 歳から学ぶ日本の貧困 : 日本を

むしばむ"貧困"が 60 分で見えてくる』 宇都宮

健児著（368.2－ウ） 

日本の貧困率は世界第 4位。人間らしい生活を送れ

ない人が増えています。貧困問題を知ろうとする努

力が、あなたの未来を変えていきます。 

 

『盲導犬の訓練ってどうするの?  : 

視覚障害当事者の歩行訓練体験記』  

松井進著（369.27－マ） 

アイメイトの使用者が犬たちとど

のように出会い、どうやって信頼

関係を築いているのか。 

 

☆『朝日新聞縮刷版 東日本大震災』  
朝日新聞社著（369.31－ア） 

朝日新聞の３月 12日朝刊~４月 12日夕刊の震災関

連紙面に加え、大地震当日の号外を実物大付録で、

翌々日の号外をカラー口絵で収録。 

 

『いじめの直し方』 内藤朝雄,  

荻上チキ著（371.4－ナ） 

元気も、勇気もいらないし、きみが

変わる必要もない。いじめが起こる

仕組みを知って、対処すれば。 

 

『世界の教科書でよむ「宗教」』  
藤原聖子著（371.6－フ） 

日本人の宗教に対する思いこみを吹き飛ばす！ 

 

『中学生のための読解力を伸ばす魔法の本棚』  
中島克治著（379.9－ナ） 

中学生の心に響く 205冊のブックリスト。 

 

☆『ちょっとわかればこんなに役に立つ中学・高校
数学のほんとうの使い道』 京極一樹

著（410－キ） 

中学・高校で学ぶ数学が「どこでどのように使われているか」をわかりやすく解説しながら、数・公式の不思議な魅力をひも解きます。  

 

☆『三角関数・複素数がわかる : 読ん

で納得!三角関数・複素数が好きになる』  

鍵本聡著（413.59－カ） 

サイン・コサイン…に悩む学生から、もう一度学び

直しを考えている社会人の方まで、ちょっとしたコ

ツでさらさらわかる。  

『ダンゴムシに心はあるのか : 新しい心の科学』 
森山徹著（481.78－モ） 

庭先によくいて触ると丸くなるダンゴ

ムシにだって心も知能もある！ 

 

☆『確信する脳 : 「知っている」とはどういうことか』   
ロバート・A・バートン著（491.371－バ） 

人はなぜ自分は正しいと信じ込むのか？意識と感

覚をめぐる謎のあいだを縦横無尽に駆けまわる知

的冒険の書。 

 

☆『無限振子 : 精神科医となった自閉症者の声無き叫び』  

Lobin H.著（493.76－ロ） 

30 代半ばで「自閉症」の診断を受けた精神科医が、

自らの経験を、分析的視点を交えて綴った貴重な記

録。自分と同じ様な自閉症児・者への理解につなが

ることを切実に願って書かれた。 

 

『失われた「医療先進国」 : 「救われぬ患者」「報われぬ医

師」の袋小路』 岩本裕, NHK 取材班著（498.13－イ） 

急病になったとき、かかりつけの病院は診てくれな

い。 

 

『ニッポンの工場 : がんばる現場を知りた

い』  東洋経済新報社編（509.21－ニ） 

見たい、知りたい、行ってみたい。 

 

『知っておきたい放射能の基礎知識 : 

原子炉の種類や構造、α・β・γ線の違い、ヨウ素・セシウム・スト

ロンチウムまで』 齋藤勝裕著（539.6－サ） 

放射能について正しく理解しよう。 

 

『今こそ、エネルギーシフト : 原発と自然エネルギーと私

達の暮らし（岩波ブックレット）』 
飯田哲也,鎌仲ひとみ著（543.5－イ） 

未来への選択権はあなたの手に。 

 

『ロボット創造学入門』 広瀬茂男著（548.3－ヒ） 

やわらか頭がロボットをつくりだすんだ。 

 

『毎日の生活に役立つおばあちゃんの 
知恵袋１０００』  

ねころのーむ編（590－マ） 

 

『中学・高校生のお弁当』  
上田淳子著（596.4－ウ） 

 

『見てわかる、断捨離 : 公式ビジュアルムック』 
（597.5－ミ） 

 

『住まいの便利図鑑 : 収納・掃除・補修』  

ＮＨＫ出版編（597－ス） 

安心・快適を守る！ＮＨＫ住まい自分流。 

 

『日本の農業は"風評被害"に負けない』  

永峰英太郎, 河岸宏和著（611.4－ナ） 

 原発事故に巻き込まれた農家の本音と再生の道とは。 

 

『美味しい木の実ハンドブック』  
おくやまひさし著（657.85－オ） 

 

『イルカを食べちゃダメですか? : 科学者の追い込み漁体

験記』 関口雄祐著（664.9－セ） 

映画『THE COVE』が描かなかった真実 

 

『毎日乗っている地下鉄のナゾ』  
梅原淳著（686.21－ウ） 

地下鉄ユーザー必読！ 

 

☆『学校では教えてくれない風景ス
ケッチの法則 : 不透明水彩絵の具ガッシュ

を使って描く』 増山修著（724.4－マ） 

アニメーション美術のデザイナーだ

けが知る、目から鱗の風景スケッチ

の秘訣。  

 

ヤスダスズヒト著（726.1－ヤ） 

☆『Shooting star bebop : Side:Durarara!!』  
☆『Shooting star carnaval : Side:Yozakura quartet』 
 

☆『"文学少女"の追想画廊 (ガレリア・デ・アール)』 
野村美月著 ; 竹岡美穂イラスト（726.5－タ） 

 

☆『スダマサキッス : 菅田将暉ファースト写真集』 
☆『DA-SU : 菅田将暉セカンド写真集』  

（778.21－ス） 

 

『みんなで楽しい！レクリエーションゲーム集』  
日本レクリエーション協会監修（781.9－ミ） 

 

『最新スノーケリングガイドブック』  
長谷川孝一著（785.2－ハ） 

 

『数字とことばの不思議な話』  
窪薗晴夫著（811.1－ク） 

数字に隠されたことばの法則をさがせ！ 

 

『その英語、ちょっとエラそうです : ネイティブが怒りだ

す!アブナイ英会話』 デイビッド・セイン著（837.8－セ） 

一番使っているフレーズが一番アブナイ！？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

あっあっあっあっ！！！！    

気になる本は 

チェック！ 


