
新着案内 らい★ぶらり 
～ほんのほんのいちぶ 10/15から 11/8 より～ 

 

大阪信愛女学院図書館  Ｎｏ．２８６（２０１３．１１．１５．発行） 

 

☆ 文庫 ☆ 

 

☆『西の末裔』 村田栞著 

☆『大伝説の勇者の伝説⑭』  

鏡貴也著 

☆『バカとテストと召喚獣⑪』 井上堅二著 

☆『東京レイヴンズ⑩』 あざの耕平著 

☆『終末領域のネメシス』 吉野匠著 

☆『ストライク・ザ・ブラッド①～⑨』  

三雲岳斗著  

☆『オレを二つ名で呼ばないで④』 逢上央士著 

 

松岡圭祐著 

☆『万能鑑定士 Q の短編集①②』  

☆『万能鑑定士Q の推理劇①～④』  

 

 

 

 

 

 

『プライド』 真山仁著 

『そして父になる』  

是枝裕和，佐野晶著 

 

『失恋延長戦』 山本幸久著 

『小説・震災後』 福井晴敏著 

『歌舞伎町セブン』 誉田哲也著 

『思い出のとき修理します②』  

谷瑞恵著 

『真夜中のパン屋さん③  

午前３時の眠り姫』 大沼紀子著 

 

『99 のなみだ』 リンダブックス編集部編  

旅、虹、蛍、雪、桜の５冊が入りました。  

 

『書くことについて』 ステーヴン・キング著  

『終戦のエンペラー 陛下をお救いなさいまし』  

岡本嗣郎著 

『みだれ髪 チョコレート語訳』 俵万智著 

『高校生のための「いのち」の授業』  

古田晴彦著（114.2－フ） 

『零戦』 堀越二郎著（538.7－ホ） 

 

☆ 小説類 ☆ 

 

『恋しくて』 村上春樹編訳 （908.3－コ） 

村上春樹が選んで訳した世界のラブ・ストーリーと書

き下ろし短編小説。 

 

『吹部！』 赤澤竜也著 （913.6－アカ） 

崩壊寸前のダメダメ弱小吹奏楽部にやっ

てきた正体不明の顧問、ミタセン。その

奇人変人っぷりに振り回されながらも、

メキメキ腕を上げはじめる部員たち。も

しかして、全国行けんじゃね！？ 

 

『悪食娘コンチータ』 悪ノ P著 （913.6－アク） 

コンチータ領主に女の赤子が生まれる。暗い過去から

「食」へ強い探究心を示す彼女だが、自信の夢を叶え

るため、ついに悪魔と契約を交わす。 

 

『花や咲く咲く』  

あさのあつこ著 （913.6－アサ） 

太平洋戦争下に生きる、少女たちの夢と

運命。現代の日本でたたかっている少女

たちに、この物語を贈ります。 

 

『原爆の子 上・下』 長田新編 （916－ゲン） 

広島の少年少女のうったえ。 

 

『ホテルローヤル』 桜木紫乃著 （913.6－サク） 

湿原を背に建つ北国のラブホテル。「非日常」を求め

て、男と女は扉を開く。直木賞受賞作 

 

『風に立つライオン』 さだまさし著 （913.6－サダ） 

♪風に立つライオン♪をモチーフに書き下ろした、壮

大な「希望」の物語。 

 

『ファミレス』 重松清著 （913.6－シゲ） 

街なみも日常のくらしも、家族のかた

ちも変わる。だからこそ、変わらない

ものが生きる支えになる。手間ひまを

かけるから美味しい。料理も、人生も。 

『ゼツメツ少年』 も入りました。 

 

『人づきあい』 曽野綾子著 （913.6－ソノ） 

いい人をやめると楽に生きられる。 

 

『祈りの幕が下りる時』 東野圭吾著 （913.6－ヒガ）  

極限まで追いつめられた時、人は何を想うのか。 

 

『とっぴんぱらりの風太郎』 

万城目学著 （913.6－マキ）  

天地鳴動の、最終決戦。舞台は、難攻不落

の大阪城。その時、１人対１０万人。 

 

『わからん薬学事始①～③』  

まはら三桃著 （913.6－マハ）  

理系学園生活って、たのしい！！ 

 

☆『八重の桜④』  

山本むつみ著 （913.6－ヤマ） 

明治という時代を駆けぬける八重。日清・日露戦争が

起こると仲間とともに篤志看護婦として名乗りをあ

げる。新たな時代を切り拓くべく、八重たちは果敢に

行動していく。小説版「八重の桜」全四巻ついに完結。 

 

『ナツェラットの男』 山浦玄嗣著 （913.6－ヤマ）  

大地の匂いと人の息づかいの中に、新しい色彩をまと

ってイエスの物語がよみがえった。 

 

☆『６４』 横山秀夫著 （913.6－ヨコ）  

昭和 64年に起きた D県警史上最悪の

誘拐殺害事件を巡り、刑事部と警務部

が全面戦争に突入。広報・三上は己の

真を問われる。 

 

☆『レイン⑩』 吉野匠著 （913.6－ヨシ） 

サンクワール上将軍レインｖｓ少年時代のレイン。二

人の黒衣の戦士がぶつかった！互いの信念を懸けた

戦いの結末は！？ 

 

☆『ダイエット・パンチ①～③』  

令丈ヒロ子作 （913.6－レイ）  

憧れの「美作女学院」の入学式。コヨリを迎えたのは、

超美人生徒会長の「この学院にふさわしい女性になる

ために、やせてください」という言葉だった。そのま

まダイエット寮に連行されて、コヨリの新生活はどう

なっちゃうの!?  

 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。 

今年度の購入希望は

１１月１５日で終了！ 



『99のなみだ 第４章』  

リンダブックス編集部編 （913.68－キ） 

やさしい気持ちになる本。 

 

『危険な旅 天路歴程ものがたり』  

ジョン・バニヤン著 （933－バ） 

本当の救いを求めて様々な誘惑と試練に遭いながら、

危険な旅を続ける男のものがたり。 

 

『Because I am a Girl』  

ティム・ブッチャー[ほか]著 （933－ブ）  

これは、今日もどこかの国で暮らす名も

なき少女たちの物語。世界で活躍する７

人の作家による短編集。 

 

『グリム童話全集』  （943－グ） 

200年を超えて読み継がれる物語、全 210話。 

 

『この Tシャツは児童労働で作られました。』  

シモン・ストランゲル著 （949.6－ス） 

バングラデシュのリーナとノルウェー

のエミーリエ。遠く離れた二人の少女

は、一枚の Tシャツでつながっていた。 

 

 

 

☆ 小説以外の本 ☆ 

 

『スマホ中毒症』 志村忠夫著 （007.3－シ）  

スマホ、そしてケータイは明らかに「21世紀のアヘン」

です。使用制限が強要されたら、耐えられるでしょう

か。 

 

『なんて面白すぎる博物館』  

齋藤海仁著 （069－サ） 

とんでもなく面白くて、もしかしたら役

にたつ、知的好奇心満腹読本。 

 

『哲学入門 死ぬのは僕らだ！』 

門脇健著 （114.2－カ） 

いかに生きて死すべきか。古今の哲学者たちが考え抜

いてきたこの命題について、哲学者たちが遺した言葉

を手がかりに考えてみました。 

『幸せ革命 117のヒント』  

鈴木秀子著 （159－ス）  

幸せは自分から始まります。チャンスは辛

い経験に姿を変えてやってくる。『あなた

は、あなたのままでいてください。』も入

りました。 

 

『ラルース世界宗教大図鑑』  

アンリ・タンク編 （162－ラ） 

信仰の歴史と現在が一目でわかる最高峰の宗教事典。 

 

『心配事の９割は起こらない』 

枡野俊明著 （188.8－マ） 

余計な悩みを抱えないように、他人の

価値観に振り回されないように、無駄

なものをそぎ落として、限りなくシン

プルに生きる。 

 

『維新政府の密偵たち（歴史文化ライブラリー）』 

大日方純夫著 （210.61－オ） 

新時代の裏で暗躍したスパイたちの実像。 

 

『東京が戦場になった日』 中澤昭著 （213.6－ナ） 

なぜ、多くの犠牲者をだしたのか。若き消防戦士と空

襲火災の記録。 

 

『池上彰の憲法入門』 池上彰著 （323.14－イ） 

憲法を変えるにしろ守るにしろ、しっかり考える必要

がある。おしえて池上さん。 

 

『コクヨの１分間プレゼンテーション』  

下地寛也著 （336.4－シ） 

疑問を投げ、結論を述べ、理由を説明する。

それを１分間で。コクヨの研修で活用され

ている究極のトレーニングを紹介。 

 

『ほうとうの「ドラッグ」』 

近藤恒夫著 （368.8－コ） 

覚せい剤、大麻、MDMA・・・悪魔は、

きみの近くにいる。 

 

 

 

『日本と出会った難民たち』  

根本かおる著 （369.38－ネ） 

世界の難民問題と対峙してきた著者が見つめ直す故

国日本の、摩訶不思議な現状。日本に暮らす難民と周

囲の日本人の今とこれから。 

 

『中学生の成績が上がる！ 

教科別ノートの取り方』 

小澤淳監修 （375－チ）  

 

 

＊『勉強力がぐんとアップする合格ノート』 

NHK「テストの花道」制作チーム， 

主婦と生活社ライフ・プラス編集部編 （375－ベ） 

難関大学の入試を突破した先輩たちの秘策、教えます。 

 

『13歳の娘に語るガウスの黄金定理』  

金重明著 （412－キ）  

思春期の娘に高等数学を。数学よりゲー

ムがしたい娘の反撃にたじろぎつつ、数

学を愛する父の無謀な挑戦が始まる。 

 

『プロが教える人体のすべてがわかる本』  

竹内修二監修 （491.3－プ） 

各器官の構造と機能から、注目の最新医療トピックス

が盛りだくさん。 

 

『ウイルスと感染のしくみ』 生田哲著 （491.77－イ） 

人類はウイルスを根絶することができるのか！？ 

 

プルスアルハ著 （493.76－プ） 

『お母さん どうしちゃったの・・・  

統合失調症になったの・前編』 

『お母さんは静養中  

統合失調症になったの・後編』  

家族のこころの病気を子どもに伝える絵本 

 

『食べるならどっち！？』  

渡辺雄二著 （498.54－ワ）  

スナック菓子やインスタントラーメ

ン、ヨーグルトなど不安食品見極めガ

イド。 

 

『おうち外食 完コピレシピ 107』 

papikun著 （596－パ） 

ファミレス、ファストフードなど人気店の

味を自宅で再現。 

 

『徳川三百年を支えた豪商の「才覚」』  

童門冬二著 （672.1－ド）  

武家の無理難題に「逆境こそ好機」と知恵と信念で立

ち向かい、商機を掴んだ商人たち。 

 

☆『魔界王子』 雪広うたこ著 （726.1－ユ） 

雪広うたこアートワークス 、描き下ろしイラスト、

イラストメイキングなどを多彩に掲載。 

 

『能はこんなに面白い！』 

内田樹，観世清和著 （773－カ）  

観世流家元と稽古暦１７年の思想家

が語りあう初心者も目からウロコの

入門書。 

 

『コピペと言われないレポートの書き方教室』 

山口裕之著 （816.5－ヤ） 

情報を正しく引用した合格レポートの書き方。 

 

『ランドセル俳人の五・七・五』  

小林凛著 （911.368－コ）  

不登校の少年凛君は、俳句をつくり

始めたことで、いじめに耐えた。 

 

 

☆ マンガ ☆ 

 

＊『ナイチンゲール ： クリミアの天使』  

瑞居幼子漫画  

＊『永遠の０ ①～⑤』  

百田尚樹原作/須本壮一作画  

☆『ちはやふる 22 巻』末次由紀著 

☆『くるねこ⑫』 くるねこ大和著 

『皺』 パコ・ロカ著  

 


