
新着案内 らい★ぶらり 
～ほんのほんのいちぶ ７月９日～９月７日 展示分より～ 

 

大阪信愛女学院図書館  Ｎｏ．２７０（２０１２．９．１５．発行） 

 

☆ 小説類 ☆ 

 

『一年四組の窓から』 
 あさのあつこ著（913.6－アサ） 

中学１年の井嶋杏里が転校した学

校には、空き教室になった１年４

組があった。ある日、誰もいない

はずの４組で同級生の市居一真と

出会う。二人は、お互いが抱えて

いる「心の重さ」を次第に打ち明

け始める。 

 

『夜の国のクーパー』 伊坂幸太郎著（913.6－イサ） 

これは猫と戦争、そして何より、世界の秘密について

のおはなし。 

 

☆『ケルベロスの肖像』  海堂尊著
（913.6－カイ） 

送られてきた一通の脅迫状。田口&白鳥

は病院を守ることができるのか。 

 

『ジュアニー 消えたキリシタン武将』 
神本康彦著（913.6－カミ） 

家康、秀忠、淀…そして天海、数多の思惑が絡み合う

大坂の陣に馳せ参じた男が進む道は。 

 

☆『傷痕』 桜庭一樹著（913.6－サク） 

この国が二十世紀に生み落とした偉

大なるスターであり、「KING OF POP」

と称された「彼」が急死した。彼を心

から愛する娘「傷痕」の再生と自立を

描く。 

 

『トッカン③ おばけなんてないさ』 
高殿円著（913.6－タカ） 

人とお金の謎に迫る税務署エンター

テインメント第３弾。今回の対象は

霊感商法。 

 

『暗転』 堂場瞬一著（913.6－ドウ） 

朝の通勤ラッシュ時に、満員の乗客を乗せた電車が脱

線した！偶然、乗り合わせた雑誌編集者の辰巳は、事

故の恐怖に震えながらもペンを握った。 

 

☆『ＩＱ探偵ムー 恋する探偵』  
深沢美潮著（913.6－フカ）  

 

『壬生烈風 幕末京都守護職始末』 
藤本ひとみ著（913.6－フジ） 

守護職肺名により、続々と京に上る会津

藩士。新撰組を配下とし、士道を掲げて

幕末動乱に立ち向かう！ 

 

『あなたが愛した記憶』 誉田哲也著（913.6－ホン） 

あまりに残虐な連続 OL 殺人事件が世間を賑わせてい

たとき、ひとりの女子高生が現れた。「私、たぶん犯

人知ってる」 

 

『黒猫の接吻あるいは最終講義』  
森晶麿著（913.6－モリ） 

黒猫と付き人がバレエを鑑賞中、ダン

サーが倒れるハプニングが発生した。

五年前にも同じ舞台・演目で、バレリ

ーナが死亡する悲劇が起きていた。付

き人は一人で事件に挑むが… 

＊『ホームズおもしろ事典』 平賀三郎編著（933－ド）  

事件簿の奥の奥まで読み込み、その背景にある歴史や

文化を語り尽くす。 

 

『君への誓い』 キム・カーペンター， 

クリキット・カーペンター著（936－カ） 

妻が結婚の記憶を事故で失い、 

新婚 2カ月の夫婦は危機に陥る。 

 

 

☆ 文 庫 ☆ 

 

＊『がんばらない、がんばらない』  
ひろさちや著 

＊『陽だまりの偽り』 長岡弘樹著 

＊“新訳シャーロック・ホームズ全集”  
コナン・ドイル著 

三上みり著 

☆『銀砂糖師と黄の花冠』『銀砂糖師と灰の狼』  
今野緒雪著 

☆『マリア様がみてる フェアウェル・ブーケ』 
☆『お釈迦様もみてる スクール・フェスティバルズ』  
☆『お釈迦様もみてる 自分応援団』 
 

☆『認められぬ病』 柳沢桂子著 

☆『デーゲンメイデン』 田口仙年堂著 

☆『這いよれ！ニャル子さん』  

逢空万太著 

☆『僕の小規模な奇跡』 入間人間著 

☆『断章のグリム⑯⑰』 甲田学人著 

☆『君に届け⑫』 下川香苗著/椎名軽穂原作 

☆『首の姫と首なし騎士』 睦月けい著 
☆『魔法科高校の劣等生⑥』佐島勤著 

☆『文学少女と恋する挿話集④』 野村美月著 
☆『この中に 1 人、妹がいる⑦』 田口一著 

☆『お兄ちゃんだけど愛さえあれば関係ないよねっ⑤⑥』  

鈴木大輔著 

☆『狼と香辛料⑰』 支倉凍砂著 

☆『ソードアート・オンライン⑩』  

河原礫著 

☆『パラダイス・レジデンス』 
 野梨原花南著 

 

『僕は友達が少ない⑧』 平坂読著 
『ビブリア古書堂の事件手帖③』 三上延著 

『英語のバカヤロー』 養老猛司ほか著 
『おおかみこどもの雨と雪』 細田守著 

 

 

 

 

 

 

☆ ＣＤ ☆ 

 

☆『なめこのＣＤ』 
☆『ハンナ・モンタナ③』 
☆『響演「宝くじ」「腕時計」』 
☆『デュラララ!!ＤＪＣD③』 
☆『Ｃａｓｉｎｏ！』  

☆『Power of Ten』ＹＵＫＩ 
☆『Beautiful Journey』  

FTIsland 
☆『Baby Baby』少女時代 
☆『IU 2nd mini Album』ＩＵ 
 

 

☆ マンガ ☆ 

 

☆『くるねこ⑨』 くるねこ大和著 
＊『ドラゴン桜センター試験対策篇』  

三田紀房著 

『となりの席は外国人』あらた真琴著 
『ペンギンさん、うさこ、パンダちゃんの女子ゴコロ』  

坂崎千春著 

『おひとりさまの京都ひとり旅』フカザワナオコ著  

 
 

☆ 楽譜 ☆ 

 

☆『サブリナ』 家入レオ作詞 ;  

西尾芳彦, 家入レオ作曲 

＊『ｻｳﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ合唱曲集 女声合唱』 
北野実編曲 

 

 

☆ 小説以外の本 ☆ 

 

『色神さまと色のひみつ』 
ポーポー・ポロダクション著（141.21－ポ） 

人を動かす・癒す・引きつける！すご

い色の力をイロガミサマが教えてくれ

る。 

 

『13歳からの論理 
思考力のトレーニング』 

小野田博一著（141.5－オ） 

与えられた条件から理詰めで＜答え＞を

導きだせ！ 

 

 

『自分を生き抜く聖書の言葉』 
鈴木秀子著（193.04－ス） 

あなたの心にやさしく語りかけ、力づける聖書の名句。 

 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、＊は先生からの購入希望です。 

貸出カードのデザイン募集だって！ 



『朝鮮王朝 101の謎』  
水野俊平監修（221.05－チ） 

27代の王をめぐる栄光と悲劇、王と

王妃・女官の真の姿が明らかに！ 

 

＊『とりあた JAPAN 日はまた昇る編』 
西原理恵子, 佐藤優著（304－サ） 

正論?暴論?マンガとコラムで世界が

わかる。笑って学べる、現代の教科書。  

 

『接遇道』 平林都著（336.47－ヒ） 

凛と際立つ女性となれ 

 

『宇宙女子』（366.29－ウ） 

宇宙と働く女性たちの感動エピソード

とその仕事内容を紹介。こうして私は

宇宙をシゴトにした。 

 

『キレイならいいのか』  
デボラ・Ｌ．ロード著（367.2－ロ） 

容姿による差別問題。しかし、名だ

たるフェミニストさえ豊胸手術をし、

すね毛を剃り、ハイヒールを履く。

この難問に著者はどういう解を導き

出すのか。 

 

『大阪おかんルール』 都会生活研究プロジェクト 

大阪チーム著（367.216－ト）  

あなたの大阪おかん度は？ 

 

『キッズ フォト ジャーナル』 
3/11Kids Photo Journal編（369.31－サ） 

岩手、宮城、福島の小中学生 33 人が撮影。子どもに

しか撮れない写真、書けない文章がたくさんつまって

います。 

 

『習慣を変えると頭が良くなる』  
清水章弘著（375－シ） 

東大生が教える７つの学習習慣、秘

密は毎日の習慣にあった！ 

 

『脳にいいこと、悪いこと』 生田哲著（491.371－イ） 

脳は、何歳になっても成長し続ける。ただし、正しい

方法で脳を育て、鍛え、守っていった場合の話。正し

く脳を導こう！ 

 

『海底資源大国ニッポン』 

平朝彦，辻喜弘，上田英之監修（558.4－カ） 

長らく「資源小国」といわれ続けてきた日本だが、周

囲の広い海の底に目を向ければ、資源大国に大化けす

る可能性がある。 

 

 

『運気があがるお弁当レシピ』 
歴弁研究会編（596.4－ウ） 

時代の勝者が好んで食べた「開運す

る食材」でかんたんクッキング 

 

『珍獣の医学』 田向健一著（649－タ） 

現役獣医師が多様化するペット医

療の知られざる現場を描く。 

 

☆『狼と香辛料 ： 文倉十画集』（726.1－ア） 

 

☆『球体関節人形制作』 大竹京著・監修（759－オ） 

「プーペ」という発泡スチロール人形用芯を使って、

簡単に球体関節人形が制作できるレシピ本。 

 

スタッフ嵐編（767.8－ア） 

☆『嵐喝采』  『嵐いっぱい』 
 

☆『桃のヒミツ』 桃著（779.9－モ） 

人気ブロガー・桃のオフィシャルブック。ファッショ

ン・メイクのこだわりから、ちょっと意外な趣味に恋

愛＆結婚まで、桃の“ふんわりかわいいのヒミツ”が

すべて詰まった 

 

☆『進化する強さ』  
クルム伊達著（783.5－ク） 

「挑戦することは楽しい」彼女は常

にそう語る。明日は変えることがで

きる。自分らしくしなやかに進化し

続ける強さの秘訣。  

 

『甲子園だけが高校野球ではない②』 
岩崎夏海監修（783.7－コ） 

名もなき球児たちの挫折と再生の物語 

 

『残念な日本語』 奥秋義信著（810.4－オ） 

テレビ・ラジオ・新聞で毎日、何気なく使われている

日本語の誤用・乱用に警告！ 

 

＊『英語でドラマを楽しもう！  ラ ジオ ・ コ メ デ ィ

Rumours&Boardersから』 新規事業開発室編（831.1－エ） 

ジョンソン一家と下宿人の老婦人が織りなす コメデ

ィーを楽しみながら、北米の一般家庭でかわされるお

しゃべりに耳を傾けてください。 

 

『ちはやと覚える百人一首』 末次由
紀漫画 ; あんの秀子著（911.147－ア） 

百人一首の和歌の世界へようこそ！ 

 

『ありがとうの詩』（911.58－ア） 

3・11大震災復興支援企画、言い尽くせ

ないたくさんの「ありがとう」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 貸出カードデザイン大募集！ 》 
☀ あなたも図書館の貸出カードをデザインしてみませんか ☀ 

貸出カードのデザインを一新することになりました。現在の貸出カードも先輩がデザインしたもの。 

次はあなたのデザインが採用されるかも？！ 下記の要領でデザインを募集します。奮ってご応募ください。 

 

１．応募資格 ： 中学生以上の在校生及び教職員 

 

２．応募方法 
(1) 作品用紙：作品の大きさは【 １６cm 】 ×【 ９cm 】で、用紙は問いません。 

（ご希望の方には図書館で用紙をお渡しします。） 

(2) 提出作品：貸出カード表面のデザイン、縦横どちらでも可 

(3) 記入事項：所属・学年・クラス・氏名を必ず明記すること（記入していないものは無効） 

(4) 応募条件 

① 応募点数に制限はありません。 

② 鉛筆・色鉛筆は使用不可。 

③ バーコードの白抜き部分【 ８cm 】×【 ４cm 】 を考慮のこと。 

④ 「Library card」や「貸出カード」など、図書館のカードとわかるように明記すること。 

⑤ コンピュータ・グラフィックでの応募も可。印刷して提出し、データは必ず保存のこと。 

(5) 応募先：図書館カウンターへ。 

 

３．応募締切り ： 平成 24年 11月 16日（金）18：00 まで 

 

４．応募上の注意 
(1) 採用された作品の著作権・使用権等は図書館に帰属するものとします。 

(2) オリジナル作品に限ります。 

→ ディズニーやスヌーピーなどのキャラクターもの、アニメやゲームのコピーは使用できません。 

(3) 採用作品には補作を行うことがあります。 

(4) 応募作品は返却しません。 

 

５．審査・決定 
提出された作品は作者を公表せず展示し、記名投票（一人 1票）により 
得票数の多かった作品から新貸出カードのデザインとして採用します。 
 

６．投 票 
(1) 期 間   ：平成 24年 11月 20日（火）～12月 14日（金）18：00 まで 
(2) 投票権：中学生以上の在校生および教職員 
(3) 方 法   ：図書館指定の投票用紙に、所属・学年・クラス・氏名を明記の上、投票箱へ。 

 

７．発 表  投票結果は作品とともに掲示します。 

採用作品： 図書券 5,000円分を進呈 
優秀作品： 図書券 3,000円分を進呈 
佳   作： 図書券 1,000円分を進呈 

あなたの力作、

待ってます！ 


