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☆ 文 庫 ☆ 

 
＊『緋弾のアリア⑪』 赤松中学著 

＊『新約とある魔術の禁書目録③④』 鎌池和馬著 

 

『床下仙人』 原宏一著 

『歪笑小説』 東野圭吾著  

『もう誘拐なんてしない』 東川篤哉著 

『ユゴーの不思議な発明』 ブライアン・セルズニック著 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大沼紀子著 

『真夜中のパン屋さん 午前 0 時のレシピ』 
『真夜中のパン屋さん 午前 1 時の恋泥棒』 

 

 

 

大沢在昌著 

『調毒師を探せ』  『アルバイト探偵』 
『女王陛下のアルバイト探偵』 
『不思議の国のアルバイト探偵』 

 

☆ 小説類 ☆ 

 
『あっこと僕らが生きた夏』  

有村千裕著（916－アリ） 

１７歳女子マネージャーがナインに託した命のバトン。 

 

『幽霊劇場』 赤川次郎著（913.6－アカ） 

芸能界人違い殺人事件発生。 

 

『白樫の樹の下で』  

青山文平著（913.6－アオ） 

いまだ人を斬ったことのない貧乏御家

人が刀を抜くとき、なにかが起きる。 

 

『週末は家族』 桂望実著（913.6－カツ） 

ワケあり夫婦と母親に捨てられた少女。親子じゃなくたっ

て、仲良しかもしれないじゃん。 

 

『ダーティ・ママ、ハリウッドへ
行く！』 秦建日子著（913.6－ハタ） 

シングルマザー刑事とベビーシッター新人

刑事が爽快に突っ走るシリーズ第 2 弾。 

 

『千年ジュリエット』  

初野晴著（913.6－ハツ） 

アメリカ民謡クラブ、演劇部、そして吹奏楽部…おかしな

キャラクターたちがひき起こす難問題とは？ 

 

『楽園のカンヴァス』 原田マハ著（913.6－ハラ） 

それは真っ赤な贋作か、至高の名品か。ピカソとルソー。

二人の天才画家が生涯抱えた秘密が、いま、明かされ

る。 

 

『ドルチェ』 誉田哲也著（913.6－ホン） 

練馬署強行犯係・魚住久江、42 歳。警視庁

本部への復帰の誘いを断り続け、所轄を渡

って 10 年が過ぎた。組織内でも人生でも、

なぜか少しだけわき道を歩いてしまう。 

 

『舟を編む』 三浦しをん著（913.6-ミウ） 

辞書編集部に異動した馬締は「大渡海」

の編纂を始める。個性的すぎる仲間たち、

問題山積みの編集部、ままならぬ恋…。

愛すべき変人たちが恋に仕事に右往左

往。「大渡海」は編み上がるのか？ 

 

『マリア・エリザベートの音楽』  

森峰子著（914.6－モリ） 

残された微かな聴力、だからこそ聴こえるもの、見えるも

の、そして祈り。 

 
 
 
 
 

☆ 小説以外の単行本 ☆ 
 
『みんなでつくろう学校図書館』  

成田康子著（017.4－ナ） 

学校図書館を楽しい場所にしよう！さまざまな活用法を

ご案内。 

 

『小中学生のための初めて学ぶ著作権』  

岡本薫著（021－オ） 

著作権は「自分で作ったもの」を「無断で使われない権利」

ぼくらは「自由と民主主義」を使いこなせるか！？ 

 

『なぜ本番でしくじるのか』  

シアン・バイロック著（141.6－バ） 

プレッシャーに強い人と弱い人。「うわの

空」のほうがうまくいく！？ 

 

『「おさまらない怒り」を消し去る方法』 

菅原圭著（141.6－ス） 

ネガティブな自分から、じょうずに脱出するために。 

 

『悲しんでいい 大災害とグリーフケア』 

高木慶子著（146.8－タ） 

人間の弱さに共感し、相手の人生を全面的に肯定するグ

リーフケア。その限りない可能性をやさしく説く。 

 

『心を上手に透視する方法』  

トルステン・ハーフェナー著（147.2－ハ） 

たとえ一言も話さなくても、相手の考えていることがわか

るテクニックを初公開。 

 

『危険な世界史 運命の女篇』 
中野京子著（209.5－ナ） 

この人たち、極端すぎて困る！ 

 

『政府は必ず嘘をつく』 

堤未果著（304－ツ） 

国民には真実が知らされていない。今こそ、自らが考え、

行動し、真実を見抜く目を持つことの意義を問いかける。 

 

『なぜ日本人は世界の中で死刑を是とするのか』  
森炎著（326.41－モ） 

ＥＵは廃止、米国でも 15 州で廃止された死刑制度をいま

だに適用するわが国。時代によって大きく変わる死刑基

準について考察する。 

 

『日本でいちばん大切にしたい会社③』 
坂本光司著（335.35－サ） 

７つの会社の奇跡のようなストーリー。 

 

『女子高生ちえの社長日記④』  

甲斐荘正晃著（336－カ） 

アジアの国々で、ちえの会社のニセモノ製

品！ちえが智恵を絞った、必勝の戦略と

は！？ 

 

購入希望について 

マンガや雑誌、ＤＶＤ、シン

グルＣＤ（マキシシングルを

含む）は購入希望の対象では

ありません。 

 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。 

古書展示のお知らせ 
雑誌(ファッション・スポーツ・芸能等)のバックナンバーや廃棄図書を 

中心に展示いたします。必要なものがありましたらご自由にお持ち帰りください。 

期間 ： ５月７日（月）～５月１２日（土） 

場所 ： 図書館２階（最終日 5/12 は図書館ピロティにて） 

オリエンテーションのときに「この図書館があるから信愛にした」と言っていた１年生が 

いました。 みなさん、大いにご利用・ご活用ください！！ お待ちしています♪ 

ＶｉＶｉ，Ｊｅｌｌｙ，ロッキングオンジャパン， 

月刊歌謡曲，Ｍｙｏｊｏ，すてきにハンドメイド， 

こころの科学，現代のエスプリ 

新たに追加だったり、復活だったり☆ 



『プレゼン以前の発表の技術』  

尾方僚著（336.4－オ） 

うまく伝わらない・・・どこに原因があるんだろう？ 

 

『悪い奴の見分け方』  
磯部守人著（361.4－イ） 

あなたの周りにこんな人がいたら要注意！ 

 

『民意のつくられかた』  

斎藤貴男著（361.47－サ） 

偽造され、ねつ造され、操作される…世論。 

 

『ありがとう』 水谷修著（367.6－ミ） 

子どもたちからもらったたくさんの「ありがと」でもね、夜

回り先生から子どもたちへ「ありがとう」 

 

『前へ！ 東日本大震災と戦った無名戦士たちの記録』 
麻生幾著（369.31－ア） 

悪夢の中、彼らはただ、突き進んだ。一人でも多くの命を

助けるために。 

 

『１歳児のこころ』 近藤直子著（376.11－コ） 

大人との関係の中で育つ自我 

 

『実習に行くまえに知っておきたい保育実技』  

久富陽子編（376.15－ジ） 

 

『スエズ運河を消せ』  

デヴィッド・フィッシャー著（391.3－フ） 

敵の攻撃に、知恵とひらめきだけで立ち

向かった部隊が存在した。 

 

『本土の人間は知らないが、沖縄
の人はみんな知っていること』 矢

部宏治文 ; 須田慎太郎写真 ; 前泊博盛

監修（395－ヤ） 

沖縄・米軍基地観光ガイド 

 

『化学ぎらいをなくす本』 米山正信著（430－ヨ） 

化学ぎらいの原因を取り除く化学再入門。 

 

『周期表に強くなる』 齋藤勝裕著（431.11－サ） 

暗記などせずに、もっと元素にくわしくなりましょう！ 

 

『マンガでわかる元素 118』 
斎藤勝裕著（431.11－サ） 

物質を形づくっているのは周期表に載っているわずか

118 種類の元素です。 

 

『クスリと食品の危険な関係』  

堀美智子著（491.5－ホ） 

クスリと食べ物、クスリとクスリ。その「飲み合

わせ」が死を招く！ 

 

『死因不明社会② なぜＡｉが必要なのか』 
海堂尊編著（491.6－カ） 

Ａｉは医療を社会を人々の心を救う。 

『ねこ背は治る！』  

小池義孝著（498.3－コ） 

治療・トレーニングは必要ありません！知

るだけであなたの体が変わります。 

 

『救命 東日本大震災、医師たちの奮闘』  

海堂尊監修（498.89－キ） 

命の可能性を信じ続けた九人の医師たち。生と死を分け

た壮絶な現場を語る。 

 

『ビジュアル分解大図鑑』  

クリス・ウッドフォード著（530－ウ） 

分解すればわかる身近な機械の“すごい”

技術 

 

『原発難民日記（岩波ブックレット）』 
秋山豊寛著（539.68－ア） 

記者、宇宙飛行士として活躍後、福島県内で農業を営ん

できた著者は、原発難民となった。 

 

『さようなら原発（岩波ブックレット）』 
鎌田慧著（543.5－カ） 

6 万人集会「さようなら原発」、そのはちきれんばかりの思

いと人間の存在をかけた発言が満載の記録集。 

 

『エネルギーの未来 宇宙太陽光発電』 

高野忠著（543.7－タ） 

超巨大な太陽光発電所を宇宙に浮かべて地球に送電。

エネルギーの未来像を説く。 

 

『ウェブはバカと暇人のもの』  

中川淳一郎著（547.48－ナ） 

どいつもこいつもミクシィ、ブログ。インターネットは気持ち

悪い。 

『テクノ手芸』  

テクノ手芸部著（594－テ） 

電子工作と手芸、遠いようで近い、その 2

つを組み合わせてみる。すると、ちょっと

変わった、おもしろい作品ができました。 

 

『みんな大好き！アンパンマンのフェルトマス
コット』（594.9－ミ） 

 

『美味しい、おかゆ』  
帯津良一著 ; 検見崎聡美料理（596.3－オ） 

元気なときも、調子が悪いときも。 

 

『断捨離 読むワークブック』 
やましたひでこ著（597.5－ヤ） 

断捨離を始めてみようという人必見！ 

 

『片づけの女神』  

吉島智美著（597. 5－ヨ） 

散らかった部屋で日常をボヤく女子大生真

奈美。彼女の前に“片づけの女神”が現れ

た。幸せが舞い込む片づけ習慣、教えま

す！ 

 

『奇跡を起こす見えないものを見る力』  

木村秋則著（625.21－キ） 

「無農薬・無肥料でリンゴの実をならせる」

という奇跡を成し遂げたリンゴ農家・木村

秋則が、自らの不思議体験と独自の人

生哲学を赤裸々に語る 

 

『牛を屠る』 佐川光晴著（648.22－サ） 

大学卒業後に務めた出版社を退社後、埼玉の食肉会社

に入社した著者は、翌日から牛豚の解体を生業に働きは

じめる。「ここはお前なんかの来るところじゃねえっ!」と怒

鳴られた入社初日から 10 年屠場仲間の生きざま、差別

をめぐる闘い、両親・家族をめぐる葛藤をまじえて描く。 

 

『ディズニーの教え方の物語』  

かみじま柚水著（689.3－カ） 

どんな後輩も必ず一人前になる法則。 

 

『西洋美術史入門』 池上英洋著（702.3－イ） 

名画にこめられた豊かなメッセージを読みとき、絵画鑑賞

をもっと楽しもう。 

 

『ダメダメでも夢が叶う「のび太」
が教えてくれたこと』  

横山泰行著（726.1－ヨ） 

のび太の言葉には、教えがたくさん詰

まっていた！ 

 

『空想リアリズム』  

ジェームス・ガーニー著（726.5－ガ） 

想像の中にしか存在しない対象に実在感をもたせるには

どうしたらよいのでしょうか？ 

 

＊『光のアトリエ 北欧の切り絵』  

アグネータ・フロック著（726.9－フ） 

 

『お母さんといっしょ』 
福田幸広著（748－フ） 

野生動物たちの子育て、母子のふれあい＜

動物家族ものがたり＞ 

 

佐野博志著（750－サ） 

『おもちゃ博士のかんたん！手づくりおもちゃ』 
『すてずにあそぼう かんたん！手づくりおもち
ゃ』  

 

シマダチカコ著（754.9－シ） 

『かんたん手づくり ポップアップ
カード』 
『かんたん手づくり ポップアップ
カードわくわく動物園』 

 

『やってはいけない筋トレ』  

坂詰真二著（780.7－サ） 

いくら腹筋を頑張ってもお腹は割れません。 

 

 

 

『スポーツ科学の教科書』 谷本道哉編著（780.7－タ） 

スポーツ競技でより強く・うまくなるためにはどうしたらよ

いのでしょうか。 

 

『負けない自分になるための 32 の
リーダーの習慣』  

澤穂希著（783.47－サ） 

目標は「言葉」にすれば、必ず実現す

る！ 

 

『伝わる！文章力が身につく本』  

小笠原信之著（816－オ） 

できる人は文章も上手い！ 

 

『快速マスター韓国語』 浅井伸彦著（829.1－ア） 

これ１冊で基礎を固める！ 

 

『これを英語で説明できますか？』 

デイビッド・セイン著（837.4－セ） 

外国人が知りたいニッポンの不思議。言え

そうで言えない身近なアレを英語でズバ

リ。 

 

 

『英語 足を引っ張る９つの習慣』  

デイビッド・セイン著（837.8－セ） 

手持ちのボキャブラリーで通じ方がグッとアップする。 

 

『１日で読める平家物語』 

吉野敬介著（913.434－ヨ） 

痛快「つっこみ」平家物語！ 

 

 

☆ 資格試験 ☆ 
 
平成２４年度版の漢字検定過去問題 
各級が入りました。 

 
 

☆ 旅行書 ☆ 
 
『プロが教えるとっておきオススメ３００  

お取り寄せ・手みやげ編』 
 
 

☆ マンガ ☆ 
 
 

『日本人なら知っておきたい 
日本文学』 蛇蔵，海野凪子著 

ヤマトタケルから兼好まで、「名前だけ知っ

てるあの人」が大好きになる教養コミック！ 

 

『リトル・フォレスト①②』 五十嵐大介マンガ 

 

 
 


