
新着案内 らい★ぶらり 
～ほんのほんのいちぶ 11/26～12/22 展示分より～ 

 

大阪信愛女学院図書館  Ｎｏ．２７５（２０１３．１．１０．発行） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 小説類 ☆ 

『悪ノ叙事詩』 悪ノＰ著（913.6－アク） 

「悪ノ娘」ファンブック 

 

『スリジエセンター１９９１』  
海堂尊著（913.6－カイ） 

天才外科医による「革命」の行方は？

「ブラックペアン」シリーズ、ついに完結。 

 

『ジャンヌ・ダルク伝説』  
楠木誠一郎著（913.6－クス） 

美人女子大生・麻美は、15世紀のフラン

スにタイムスリップ。そこで出会った美

少女は、伝説の乙女、ジャンヌ・ダルク

だった!ここに、新しい伝説が生まれる。  

 

『最後のマドレーヌ』 洲崎澪著（916－スサ） 

ガンで母親を亡くした女子高生がいったんは諦めか

けた夢を再び追いかけるまでの軌跡。 

 

『あと少し、もう少し』  
瀬尾まいこ著（913. 6－セオ）  

寄せ集めのメンバーと頼りない先生の元

で、最後の駅伝に挑む中学生の夏。 

 

『くくりひめ』 姫野春著（913.6－ヒメ） 

くくりの巫女に会ってはいけない、生ある

ものを死へと誘ってしまうから。くくりの

巫女に会ってはいけない、この世にないも

のを呼んでしまうから。私は人と関わって

はいけない。それは、古より続く呪われた

巫女の伝説。 

 

☆『母性』 湊かなえ著（913.6－ミナ） 

二種類の女性、母と娘。それをめぐる記録と記憶、そ

して探索の物語。  

 

☆『慈雨の音（流転の海⑥）』 宮本輝著（913.6－ミヤ） 

戦後の時代相を背景に、作者自らの“父と子”を描く

ライフワーク第六部、大阪・隆盛編。  

 

 

☆ ＣＤ ☆ 

☆『ＧＲＲＲ！』 The rolling stones  

☆『ayaka’s Best』 絢香  

☆『ファンキー・モンキー・ベイビーズ BEST』  

FUNKY MONKY BABYS 

☆『アルカナ・ファミリア 頑張れ新米幹部』  

☆『Third Planet』 スフィア  

☆『One Sexy Zone』 Sexy Zone 

☆『切ないオルゴール』 Koma’n  

☆『ソナポケイズム③』 ソナーポケット  

 

 

 

 

 

☆ マンガ ☆ 

＊『働かないアリに意義がある！  

アリが教える“生き方”コミックエッセイ』 
いずもり・よう漫画 ； 長谷川祐原作 

 

『発達障害 うちの子、将来どーなるのっ！？』 
かなしろにゃんこ。著 

 
 

☆ 絵本 ☆ 

 ☆『Ｄｒ．インクの星空キネマ』 にしのあきひろ絵と文  

それぞれの思いで毎日星空を見上げる

孤独な人たちが、小さな幸せを見つけ

る感動のファンタジー。星空を見るこ

とを忘れてしまったあなたへ―。 

 

 

☆ 小説以外の本 ☆ 

 
『ほかの誰も薦めなかったとしても今のうちに読んで
おくべきだと思う本を紹介します。（14歳の世渡り術）』  

雨宮処凛[ほか]著（019.5－ア） 

世の中に、本は山ほどあるけれど。 

 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。 

新貸出カードのデザインが決定しました！ 
デザインを考えてくれたみなさま、 

投票してくださったみなさま、ありがとうございました。 

 

投票の結果、下記の３名のデザインが選ばれ、 

それぞれ賞状と図書券をお渡ししました。 

第 1 位：高校３年５組 稲垣かんなさん 

第２位：高校２年２組 山本彩世さん 

第３位：高校３年５組 辻 清香さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただいま、集計中 

図書館利用アンケートのご協力ありがとうございました。 返し忘れはあれへんかー？ 

期
限
厳
守
で
！ 

冬
休
み
に
借
り
て
い
た
本
や
CD
の
返

却
期
限
は
１
月
１１
日
（金
）で
す
。 

お
忘
れ
な
く
！ 

高校３年生のみなさんへ 

１月 18 日（金）の授業終了日で貸出の制限がかかります。 

以後、貸出希望者はカウンターで相談になります。 

未返却があると卒業延期になる可能性がありますので、ご注意ください。 

← 採用のカードは 

これになります！ 
 

現カードのキャラクターを 

イメージしてデザインした

とのこと。 



 

＊『ソクラテスと朝食を 日常生活を哲学す

る』 ロバート・ロウランド・スミス著（104－ス） 

起床から洗面などの準備、ショッピング、

テレビを視る、夕食をとる、就寝……日々

の生活でわたしたちがなす行為を、哲学的

に読み解いてみるとこうなった! 

 

＊『スタンフォードの自分を変える教室』 
ケリー・マクゴニガル著（141.8－マ） 

スタンフォード大学の超人気講義、ついに日本上陸。

心理学、神経科学から経済学まで、最新の科学的成果

を盛り込み、受講した学生の 97%の人生に影響を与え

た「驚くべきレッスン」。  

 

＊『大阪アースダイバー』 
中沢新一著・写真（216.3－ナ） 

地質の変遷を示す「第四紀地図」図と考古学の発掘記

録、それに現代の市街図を組み合わせて、土地のもつ

「本当の姿」を明らかにしていきます。舞台は大阪。 

 

『僕が旅に出る理由』  
日本ドリームプロジェクト編（290.9－ボ） 

退屈なのは世界か、自分か。世界を旅

した大学生 100人がつくった旅の本。 

 

＊『教科書に載ってないＵＳＡ語録』  
町山智浩著（302.53－マ） 

新聞、テレビ、ウェブでは分からない超大国アメリカ

の素顔を、現地在住の著者がレポートしています。 

 

＊『平和の毒、日本よ』 石原慎太郎著（304－イ） 

日本は自分で自分のことを決められなくなってしま

ったのか。尖閣は国家としての試練だ。今こそ“石原

節”が読みたい。 

 

『山中伸弥先生に、人生と iＰＳ細胞に
ついて聞いてみた』 山中伸弥著 ： 緑慎

也聞き手（491.11－ヤ） 

祝ノーベル賞！唯一の自伝。 

 

『特別授業３．１１君たちはどう生きる
か（14歳の世渡り術）』 あさのあつこ[ほか]著（369.31－ア） 

今とこれからの生き方を考えるために。 

 

『未来への翼』（376.3－ミ） 

田畑も山も家も汚され、生活が根こそ

ぎ崩されてしまった飯舘村。全村民が

避難を余議なくされ、錯綜する大人た

ちの中で、不安と闘い、小さな心を痛

める子どもたち。そんな中、18人の

中学生がドイツに飛び立った。 

 

 

『親子で楽しむ！わくわく数の世界
の大冒険』 桜井進著（411.1－サ） 

1日 1 ﾃｰﾏで「算数」が好きになる。 

 

『日本の七十二候を楽しむ』 
白井明夫文 ； 有賀一広絵（449.34－シ） 

日本には二十四の節気と七十二もの季節があること

をしっていますか？ 

 

『脳には妙なクセがある』 池谷裕二著
（491.371－イ） 

楽しく、ごきげんに生きるために。あまり

にも人間的な脳の本性！ 

 

『ヘルシー！豆乳レシピ』（596.3－ヘ） 

豆乳をこよなく愛するキッコーマン社

員のとっておきレシピを教えます。 

 

＊『街場の文体論』  
内田樹著（801.6－ウ） 

30年におよぶ教師生活の最後の半年、著者が「これだ

けは伝えたい」と教壇で語られた「クリエイティブ・

ライティング」14講。全国民に捧げる、「届く言葉」

の届け方。  

 

＊『ケータイ化する日本語』  
佐藤健二著（810.13－サ） 

電話の登場からケータイの普及まで通話

機器の発達は、われわれの言語空間をど

う変えたか。 

 

 

 
ジュンク堂天満橋店に行ってきました♪ 

 

＜小説以外の本＞ 

Jamais Jamais著（141.93－ジ） 

『続 A型自分の説明書』 『続 B型自分の説明書』 
『続 O型自分の説明書』 『続 AB型自分の説明書』 
 

『ジョジョの奇妙な名言集 Part1-3, Part4-6』 
荒木飛呂彦著(726.1-ア） 

「ジョジョ語」とも呼ばれるその珠玉の

言葉を集めた名言集が満を持して登場!  

 

『for No.∞』（767.8－カ） 

関ジャニ∞ファースト写真集。 

 

『「W」returns : 仮面ライダーW returns公式読本 : Kamen rider 

W returns official book 』（778.8－カ） 

Vシネマ『仮面ライダーW RETURNS』のすべてがここに!! 

 

＜小説類＞ 

『マツリカ・マジョルカ』  
相沢沙呼著（913.6－アイ） 

柴山祐希、高校１年生。冴えない学園

生活が、彼女――マツリカと出会い一

変した。 

 

『花宴』 あさのあつこ著（913.6－アサ） 

代々、嵯浪藩の勘定奉行を務める西野家の一人娘・紀

江は、祝言の後も、かつての想い人を忘れることがで

きなかった。うしろめたさに苦しみながらも、慎まし

い暮らしを送っていた彼女だが、ある朝、夫から思い

も寄らない事実を告げられる。 

 

『旅猫リポート』 有川浩著（913.6－アリ） 

秘密を抱いた青年と一匹の相棒は“最後

の旅”にでた。一人と一匹が見る美しい

景色、出会う懐かしい人々。  

 

『RGD⑥』 荻原規子著（913.6－オギ） 

泉水子は陰陽師を代表する高柳と対決し、世界遺産候

補となる人物が判定される。そして、驚きの事実が…。

ついに、RDGシリーズ最終巻!!  

 

『私が恋愛できない理由』 小倉咲著（913.6－オグ） 

恋がしたいのに、恋ができない…。あなたが恋愛でき

ない理由はなんですか?話題のドラマ完全ノベライズ。 

 

『祝もものき事務所①②』 
 茅田砂胡著（913.6－カヤ） 

やる気なし、根性なし、能力なしの事務所

の所長が、凶器あり、指紋あり、目撃者あ

り、動機もありで現場不在証明なしの被告

人の無罪証明を頼まれた!? 

 

『裏切りの杯を干して』 駒崎優著（913.6－コマ） 

今すぐにも戦闘が始まりそうな距離に敵の陣営があ

った。だが両軍は三週間もの間、ただ睨み合って時を

過ごしている。アード=ケナード隊が到着したのは、

そんな奇妙な前線であった。 

 

『和菓子のアン』 坂木司著（913.6－サカ） 

「このままじゃニートだ!」とデパ地下

の和菓子屋で働きはじめた梅本杏子。個

性的な同僚と、歴史と遊び心に満ちた和

菓子に囲まれ、お客さんの謎めいた言動

に振り回される、忙しくも心温まる日々。

あなたも、しぶ～い日本茶と一緒にいかがですか。  

『無花果とムーン』 桜庭一樹著（913.6－サク） 

あたし、月夜は 18歳。紫の瞳を持った、無花果村の

もらわれっ子。誰よりも大好きだったお兄ちゃんに死

なれてから、あたしはどうもおかしくて…。 

『ばらばら死体の夜』も入りました。 

 

『ジョージ・ジョースター』 
舞城王太郎著（913.6－マイ） 

ジョージ・ジョースターが主人公！超

ドドド級スケールで描く「舞ジョジョ」

ここに誕生。  

 

＜楽譜＞ 

『やさしいピアノ連弾ボーカロイド』 
『やさしく弾けるボカロ・ソングス』 
 

＜文庫＞ 

『リセット』 垣谷美雨著 

『この空のまもり』 芝村裕吏著 

『14歳限定症候群』 壁井ユカコ著  

『ハイスクール歌劇団男組』 米原弘樹著 

『三千世界の鴉を殺し⑯』 津守時生著 

『９９のなみだ 海』 リンダブックす編集部編 

『ハレルヤ･ヴァンプ②』 山口幸三郎著 

『俺の妹がこんなに可愛いわけがない⑪』 伏見つかさ著 

『インテリビレッジの座敷童①②』  
鎌池和馬著 

『カーリー① 黄金の尖塔の国と 

あひると小公女』 高殿円著 

『ペルソナ×探偵 NAOTO』 間宮夏生著 

『眠れない悪魔と鳥籠の歌姫』  

瑞山いつき著 

『俺の悪魔は色々たりない！』 時田とおる著 

『レジデント : 5人の研修医 : 私たちのスタートライン』 
永田優子脚本 ; 龍田力小説  

『午前零時のサンドリヨン』 相沢沙呼著  

『幻国戦記 CROW』 五代ゆう著 

『トカゲの王④』 入間人間著 

『芙蓉千里』 須賀しのぶ著  

『ベツレヘムの星』 アガサ・クリスティー著  

＊『わたしの源氏物語』 瀬戸内寂聴著 

『「しぐさ」を見れば心の９割がわかる』 渋谷昌三著 

 

司馬遼太郎著 

『軍師二人』 『一夜官女』 
 『故郷忘れじがたく候』 

三島由紀夫著 

『仮面の告白』   
『不道徳教育講座』  


