
新着案内 らい★ぶらり 
～ほんのほんのいちぶ 10/28から 11/22 より～ 

 

大阪信愛女学院図書館  Ｎｏ．２８７（２０１３．１２．２．発行） 

 

☆ ＣＤ ☆ 

 

☆『舞台弱虫ペダル  

箱根学園篇』 

☆『弱虫ペダル ドラマＣＤ  

はじまりの鼓動』 

☆『FAIRY TAIL OP&ED 

テーマソングス VOL.１』  

☆『腐女子執事×乙女執事①  

トキメキクリスマス』 

 

 

☆『半沢直樹 オリジナル・ 

サウンドトラック』 

☆『ロミオとジュリエット 2013星組公演』  

☆『First Love』 宇多田ヒカル 

☆『Box Emotions』 Superfly 

☆『BOYS MEET U』 SHINee 

 

 

豊崎愛生 

☆『Love Letters』  

☆『Love your life,  

love my life』 

☆ 文庫 ☆ 

 

☆『オーダーは探偵に①②』  

近江泉美著 

☆『０能力者ミナト①～⑥』 葉山透著 

☆『町民 C、勇者様に拉致される①～④』 つくえ著  

☆『特等添乗員α の難事件①～④』 松岡圭祐著 

☆『エスケヱプ・スピヰド⑤』 九岡望著 

 

三上ミリ著 

☆『銀砂糖師と金の繭』  

☆『王国の銀砂糖師たち』 

☆『銀砂糖師と紺の宰相』 

 

池井戸潤著 

＊『最終退行』  ＊『銀行総務特命』  

＊『BT'６３』    ＊『仇敵』 

 

 

☆ 小説類 ☆ 

 

『ヴェノマニア公の狂気』 悪ノＰ著 （913.6－アク）  

ベルゼニア帝国の北部に位置するアスモディン地方

で、女性の疾走が相次いだ。それは民にとどまらず、

いつしか貴族、そして皇族の女性まで姿を消し始めた。 

 

☆『命の後で咲いた花』  綾崎隼著 （913.6－アヤ） 

晴れて第一志望の教育学部に入学したが、大学生活は

苦労の連続。それでも絶対に譲れない

夢がある。そんな日々の中、出会った

二人、一つの恋が生まれ、その未来が

大きく揺れ動いていく。愛と死を告げ

る、新時代の恋愛ミステリー。 

 

『いつまでも、いつまでもお元気で』  

知覧特攻平和会館編 （916－イツ）  

特攻隊員たちが遺した最後の言葉 

『ガンコロリン』 海堂尊著 （913.6－カイ） 

夢のガン予防薬完成！のはずだっ

た・・・ 

 

『15歳の可能性』  

加瀬ヒサヲ著 （913.6－カセ） 

人と人、世界とあなたをつなぐ、すてきな道具の 

使い方。 

 

『ヒロシマからの祈り』 栗原明子著 （916－クリ） 

平和で安全な国と社会が築かれていきますように。 

 

『また次の春へ』  

重松清著 （913.6－シゲ） 

厄災で断ち切られたもの。それでもま

た巡り来るもの。終わりから、始まる。 

 

☆『去年の冬、きみと別れ』  

中村航著 （913.6－ナカ）  

ライターの「僕」は、ある猟奇殺人事件の

被告に面会に行く。彼は、二人の女性を殺

した容疑で逮捕され、死刑判決を受けてい

た。調べを進めるほど、事件の異様さにの

み込まれていく「僕」。真相は迷宮入りす

るかに思われたが―。 

 

西尾維新著 （913.6－ニシ） 

☆『小説版めだかボックス』  

☆『めだかボックス ジュブナイル』  

☆『終物語 上巻』  

 

『パン屋を襲う』 村上春樹著 （913.6－ムラ） 

村上初期作品の改稿。 

 

『村上海賊の娘 上・下』 和田竜著 （913.6－ワダ） 

和睦が崩れ、信長に攻め立てられる

大坂本願寺。海路からの支援を乞わ

れた毛利は村上海賊に頼ろうとした。

その娘、景は海賊働きに明け暮れて

いた。 

 

 

 

 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。 
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冬休み ちょっと長く借りられる貸出を始めます！ 

貸出期間：１２月２日（月）～１２月２０日（金） 

返 却 日：2014 年１月１１（土） 期限厳守でお願いします 

貸出冊数：変わりません。 

 

【閉館】 １２月２１日（土）～２０１４年１月５日（日） 

1 月 6 日（月）から通常通りになります。 

期末テスト、 

実力でますように 



☆ 小説以外の本 ☆ 

 

『調べるって楽しい！』 大串夏身著 （007.5－オ） 

インターネットに情報源を探す。 

 

『絵本屋さんがおすすめする絵本 100』  

柿田友広監修 （019.5－エ） 

ためになんかならなくていい。ただ楽しめばいいんで

す。 

 

『本屋図鑑』 得地直美， 

本屋図鑑編集部著 （024.1－ホ） 

全国のいい書店を集めた 1冊。 

 

『すぐやる人は、うまくいく。』 

中谷彰宏著 （159－ナ） 

スピードより、スタート。最速で、チャン

スをつかむ習慣。 

 

＊『人生はニャンとかなる』 水野敬也， 

長沼直樹著 （159.2－ミ） 

「人生はワンチャンス! 」の待望の猫

編。 68枚のカワイイ猫の写真とその写

真にマッチしたキャッチコピー、さら

に 272個の偉人の逸話・格言で、人生

で大切な教えが学べる 

 

『やりなおし高校世界史』  

津野田興一著 （209.5－ツ） 

大学入試、しかも論述問題ってなんだかとても難しそ

う・・・。だけど、その解答を考えていけば、いまの

国際社会の全貌が見えてくる。 

 

『へぇ～そうなのか！黒田官兵衛のこと

がマンガで３時間でわかる本』  

津田太愚著 （289.1－ク） 

戦国の世を知謀で生き、策略で動かした軍

師。武力だけでは生き残れない！ 

 

『聖地巡礼』 内田樹，釈徹宗著 （291.09－ウ） 

出かけよう！宗教性をみがく旅へ。はじまりは、大

阪・京都・奈良。 

『家のない少年たち』 鈴木大介著 （368.7－ス） 

家族や地域から取り残され、虐げられ、居場所を失っ

た少年たち。取材期間１０年、この国の最深部ノンフ

ィクション。 

 

『日本のナイチンゲール』  

澤村修治著 （369.1－サ） 

兵士を救護した女性たちの物語を、明

治・大正・昭和前期の三代にわたって

詳細に描く。 

 

『体罰はなぜなくならないのか』  

藤井誠二著 （375.2－フ） 

親が求め、教師が溺れ、学校が隠し、世間が許す。だ

が、体罰はただの暴力だ。 

 

『親子で学ぶ科学図鑑』 

キャロル・ヴォーダマン[ほか]著 （400－ヴ） 

自然の謎を楽しもう！ 

 

『異常気象と人類の選択』 江守正多著 （451－エ）  

異常気象と温暖化の関係から、持続可能な人類の将来

を考える提案の書。 

 

『雲のかたち立体的観察図鑑』 

村井昭夫文と写真 （451.61－ム）  

横から上からナナメから撮影した、

雲の美しい写真、いろんな角度から

雲を見て、雲のかたちを科学しよ

う！ 

 

『こんにちは！動物の赤ちゃん』 

 NHK「こんにちは！動物の赤ちゃん」取材班著（480－エ） 

カワイイがいっぱい！ 

 

『動物を守りたい君へ』  

高槻成紀著 （480.79－タ）  

ペットに人間の価値観を押し付けていま

せんか。動物のためになることってなんだ

ろう。 

 

『仲間とかかわる心の進化』 平田聡著 （489.9－ヒ） 

協力したりだましたりするのは人間だけ？ 

『プロが教える骨と関節のしくみ・はた

らきパーフェクト事典』  

岡田隆著 （491.16－オ） 

骨の形状から関節の連結までリアルＣＧ

で再現。 

 

『病院で受ける検査と数値がわかる事典』 

祝田靖著 （492.1－ビ） 

各種検査の内容と結果の見方を分かりやすく解説。 

 

『体を壊す１０大食品添加物』 

渡辺雄二著 （498.51－ワ） 

知らないと命を縮める、食べ物の真実。 

 

『海洋資源大国めざす日本プロジェクト！』 

石川憲二著 （558.4－イ）  

日本が本腰をいれている海洋資源開発の現状と未来

を探る。 

 

『かぎ針編み困ったときに開く本』 

松村忍監修 （594.3－カ）  

 

『棒針編み困ったときに開く本』 

松村忍監修 （594.3－ボ）  

 

『女子栄養大学の最高の朝ごはん』  

香川芳子著 ； 豊満美峰子レシピ考案 （596－カ）  

晴れた日も、雨の日も、素晴らしい１日が始まるとっ

ておきの朝ごはん。 

 

『はじめての節塩定食』  

キッコーマン総合病院監修 （596－ハ）  

しょうゆを極めたキッコーマンだから

できた技あり！定食 

 

『マンガでわかるインコの気持ち』 

細川博昭著 （646.8－ホ） 

インコと長年暮らしてきた著者から、インコの表情や

しぐさ、行動などから気持ちを正確につかむためのア

ドバイス。 

 

☆『進撃の巨人 INSIDE抗』 

諫山創著著 （726.1－イ） 

☆『学園アリス イラストファンブック 卒業』  

樋口橘著 （726.1－ヒ）  

 

『デザインあ解散！』  

岡崎智弘著 （757－オ） 

NHK教育番組「デザインあ」の人気コー

ナー「解散！」が本になりました。 

 

『必ず役立つ合唱の本』 清水敬一監修 （767.4－カ）  

合唱をはじめよう！もっと歌がうまくなる！ 

 

☆『Dramatic堀北真希写真集』  

ND CHOW撮影 （778.21－ホ）  

 

『いきいきシニアの 

「大人のラジオ体操」』 

中村格子著 （781.4－ナ） 

毎日続けて一生はつらつ！ 

 

『けん玉スポーツ教室』  

藤原一生著 （798－フ） 

入門からチャンピオンコースまで、けん

玉ファンのために。 

 

 

☆ 絵本 ☆ 

 
『クリスマスのほし』せきやよしき文 

ロベルタ・パニョーニ絵 

 

 

☆ マンガ ☆ 

 
『図書館の主⑥』 篠原ウミハル著  

 

 

☆ 学習参考書 ☆ 

 
☆『やさしい高校数学 Ⅰ・A』 きらさぎひろし著  

 


