
新着案内 らい★ぶらり 
～ほんのほんのいちぶ 1/21～2/8展示分より～ 

 

大阪信愛女学院図書館  Ｎｏ．２７７（２０１３．２．２２．発行） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 小説類 ☆ 

 

『いい加減な夜食』  
秋川滝美著（913.6－アキ） 

賞味期限切れの食材で作った“なんちゃ

って”リゾットがやけに気に入られ、専

属夜食係りに任命。 

 

『学生時代にやらなくてもいい２０のこと』 
朝井リョウ著（914.6－アサ） 

こないだまで大学生作家だった朝井リョウの別に知

らなくてもいい真実。 

 

☆『秘密警察 Escape』  
石沢克宜著（913.6－イシ） 

物語の舞台は現実(いま)ではない、

どこかの世界の、どこかの島国。そ

の国の警察庁の中に“資料室”と呼

ばれる謎の一団がいた―。人事異動

によって“資料室”に配属された、

レン巡査の運命や如何に!?  

 

『本にだって雄と雌があります』 
小田雅久仁著（913.6－オダ） 

本だらけの祖父母の家には禁忌があった。書物の位置

を決して変えてはいけない。その掟を破ると見たこと

もない本が現れた。 

 

 

『極貧！セブンティーン』  
黒野伸一著（913.6－クロ） 

父は蒸発、母はうつ、妹は文句ばっか、

そして、あたしは夢だけ抱えて家を出

た！ 

 

『サエズリ図書館のワルツさん①』 
紅玉いづき著（913.6－コウ） 

あなたにとっての大切な一冊は、きっとここでみつか

る。 

 

『心晴日和』 喜多川泰著（913.6－タキ） 

小さな心がけ一つで幸、不幸は 

コントロールできる。 

 

 

『最悪彼氏』 二宮敦人著（913.6－ニノ） 

イケメンだけど性格は最悪。つきあうなんて絶対無

理！ 

 

☆『秘蜜』 ひとしずく P著（913.6－ヒト） 

ひとりの少女の天使が人間の少女に惹かれ、その白い

羽を落とし堕天使となる。人間の男として少女と甘い

生活を送るが、その末に待つのは信じがたい悲劇だっ

た――。 

 

『オッサンフォー』 堀田純司著（913.6－ホツ） 

オッサン４人がやらかす大型詐欺。ターゲットは市政

の大物。 

 

『神去なあなあ夜話』  
三浦しをん著（913.6－ミウ） 

三重県の山奥で林業に取り組む平野

勇気、二十歳。神去村の起源、住人

の暮らしを語ります。 

 

『祝もものき事務所③』 茅田砂胡著（913.6－カヤ） 

その男の第一印象は最悪。 

 

『ここはボツコニアン②』 
宮部みゆき著（913.6－ミヤ） 

お気楽極楽ファンタジー第２弾。 

 

『陰陽師 酔月巻』  
夢枕獏著（913.6－ユメ） 

今をときめく太政大臣・兼家の首から

下が行方不明に！？ 

 

『１日で読める徒然草』 吉野敬介著（914.45－ヨ） 

つれづれなるままに、日くらし、硯にむかひて… 

 

『ホームズの不思議な世界』 平賀三郎編著（933－ド） 

いまもなお多くの謎に包まれているホームズの不思

議な世界を深く読み込む。 

 

『カジュアルベイカンシー①②』  
J.K.ローリング著（933－ロ） 

ある男の死から始まる事件の連鎖、

きっと忘れられない読書体験にな

る！ 

 

 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート結果報告 その２ 

   

１ヶ月の読む本の冊数と信愛女学院図書館の利用状況を回答してもらったグラフです。 

中学生は「５冊まで」が昨年よりも増えており、図書館もよく利用しています。（特に１年生！）残念ながら、

高校生は「０冊」が増加しました。調べ物は圧倒的に「インターネットを利用」し、予約制度や購入希望制度

についてはほとんどの人が知っているという結果でした。 
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問３ 図書館利用 

中学 

高校 

春休み貸出のお知らせ 

いつもより少し長く借りられますよ♪ 

 

＜貸出期間＞  

３月１日（金）～３月２３日（土） 

＜返却期限＞  

４月１２日（金） ＊期限厳守！ 

＜ 冊数 ＞  

本・CDなどの合計２０冊まで 

（卒業生・保護者は１０冊、学外利用者は４冊まで） 

≪開館時間が変わります≫ 

３月１日（金）～３月２２日（金）の期

間、８：１０～１７：００になります。 

土曜日は変更ありません。 

 

 

≪ 閉 館 ≫ 

３月２４日（日）～４月２日（火） 

貸出返却などの通常業務は行いません。 

2 月 22 日は“ネコの日”なぜかって…？ 



☆ 文庫 ☆ 

 
『金星で待っている』高村透著 

 

高校図書委員選書 

『漆黒のエンジェル』 
 アリソン・ノエル著 

  

『関西人と関東人の味の違いに驚かされる本』 

博学こだわり倶楽部編（383.8－カ） 

 
『知らなかった！衝撃のアニメ雑学』 

日本博識研究所著（778.77－ニ）  

 

 

☆ マンガ ☆ 

 
『よちよち文藝部』 久世番子著 

知ったかぶれる文藝コミックエッセイ 

 

『神なんていないと言う前に』  
パク・ヨンドク原作 

キリスト教ってこういうものだった

の！？ 

 

 

☆ 小説以外の本 ☆ 

 
『本屋さんで待ちあわせ』  

三浦しをん著（019－ミ） 

口を開けば、本と漫画の話ばかり。本と

本を愛するすべてのひとに捧げる、三浦

しをんの書評とそのほか。 

 

『ギネス世界記録２０１３』 
クレイグ・グレンディ編（049－ギ） 

日本のかたすみから、たくさんの“世界一”が誕生。 

 

『心がぽかぽかするニュース』 
日本新聞協会編（071－コ）  

新聞からあなたへ贈る、気づかなか

った小さな奇跡。 

 

『特定の人としかうまく付き合えない
のは、結局、あなたの心が冷めてい
るからだ』  五百田達成， 

堀田秀吾著 （159－イ） 

あらゆる人間関係の課題を性格を変えずに解決する

方法 

『「大人女子」と「子供おばさん」』 
ひかり著（159.6－ヒ） 

愛され女子になるための境界線 

 

『大阪の神さん仏さん』 
釈徹宗，高島幸次著（162.163－シ） 

大阪の歴史のスペシャリストが

神社とお寺を語り合う。 

 

『幸せのタネをまくと、幸せの花が咲く②』 
岡本一志著（188.7－オ） 

 

『核の力で平和はつくれない』 
市民意見広告運動編（319.8－カ） 

やっぱり核兵器と原発は双子の兄弟だった。 

 

『日本の国境を直視する①②』 
山本皓一著（329.23－ヤ） 

写真が突きつける不法占拠と実効支配の現実と危

機！ 

 

『モダンガール大図鑑』  
生田誠著（367.21－イ） 

大正・昭和のおしゃれ女子、「モガ」

の魅力にせまる。 

 

『Tsunami ３・１１ Part２』 
第三書館編集部編（369.31－ツ） 

東日本大震災記録写真集 

 

『Tsunami ３・１１ Part３』  
第三書館編集部編（369.31－ツ） 

直視する、１年後の現実 

 

『４７都道府県こなもの食文化百科』 
成瀬宇平著（383.8－ナ） 

各地で花開くそば・うどん、まんじ

ゅうなどの「こなもの」文化を紹介。 

 

『４７都道府県魚食文化百科』 
成瀬宇平著（383.8－ナ） 

各地の旬の魚料理だけではなく、加

工食品、祭りや物語など魚にまつわ

る文化もわかる。 

 

『「これ」だけ意識すればきれいになる。』 
小林弘幸著（498.3－コ） 

美と健康を支えるのは、ちょっとした意識。最新の医

学データに基づいた簡単にできるメソッド。 

 

『女子栄養大学栄養クリニックのダイエット献立』 
女子栄養大学栄養クリニック監修（498.5－ジ） 

31日分のダイエットレシピ、定食スタイル。 

 

『なぜ、「食べる順番」が人をここまで
健康にするのか』  梶山静雄， 

今井佐恵子著（498.58－カ） 

野菜から先に食べると、余分なものを

吸収しなくなる！ 

 

『お医者さんがするめる食べる順番変
えるだけダイエット』 梶山静夫著（498.58－カ） 

「食べ順」ならたくさん食べていいし、カロリー計算

もナシ！ 

 

『宇宙兄弟 PRESENTS 宇宙の本』 
的川泰宣監修（538.9－ウ） 

宇宙開発の歴史編 

 

『ＬＩＮＥ』 コグレマサト， 

まつもとあつし著（547.48－コ） 

日本発！あっという間にユーザー７

千万人超え、世界を席巻！ 

 

『冷えとりガールのスタイルブック』 
（593.36－ヒ） 

頭寒足熱その究極の技 

 

『目からウロコのおさかなレシピ』 
（596.3－メ） 

釣り人だけが楽しんでいる魚料理集 

 

『ポリ袋レシピ』 川平秀一著（596－カ） 

ポリ袋に入れて、お湯に入れるだけ！ 

 

『塩こん部長のとっておきレシピ』 
くらこん・塩こん部長著（596－ク） 

味つけはこれだけ！「塩こんぶ」の売り上げを 3倍に

した人気キャラのパパッとできる技ありレシピ 

 

『減塩＆ヘルシー！レモンレシピ』 
ポッカコーポレーション監修（596－ゲ）  

レモンは料理をおいしくする。ポッカ社員公認。 

 

『おかめちゃんの納豆レシピ』 
タカノフーズ監修（596.3－オ） 

おかめ納豆社員がこよなく愛する健康キレイなお手

軽メニュー。 

 

『ヘルシー＆超時短！シーチキンレシピ』 
はごろもフーズ監修（596.3－ヘ）  

お手軽おつまみ、本格おかず。 

 

 

企業レシピ本が、 

いろいろ入りました。 

 

 

『イチバン親切な掃除と洗濯の教科書』 
新星出版社出版部編（597.9－イ） 

この一冊でこっそり上達、掃除・洗濯ワ

ザが満載。 

 

『うちの３姉妹 増刊号』  
松本ぷりっつ著（599－マ） 

母の出生秘話から「３姉妹」誕生まで・・・。 

 

『なぜ、それを買わずにはいられないのか』 
 マーティン・リンストローム著（675－リ）  

ブランド仕掛け人、門外不出、あっと驚くその「手口」

を全公開。 

 

『アシュラブック』 北進一著（718－キ） 

なぜ美少年か？ 

 

『消えた駅舎 消える駅舎』  
松尾定行著（686.53－マ） 

定点撮影された写真が、駅の姿を物語

る。 

 

『学び舎（遺したい日本の風景）』  
日本風景写真協会会員写真（748－ニ） 

 

『話のおもしろい人、つまらない人』 
高嶋秀武著（809.4－タ） 

なぜ、あの人は印象に残るのか？ 

 

『問題な日本語④』 北原保雄編著（810.4－キ） 

やっぱり気になる、へんな日本語 

 

 

☆ ＤＶＤ （館内で見てね）☆ 

 
『トゥー・ブラザーズ』 
『アメイジング・スパイダーマン』 
『テルマエ・ロマエ』 
『映画けいおん！』 
『ローマ 前・後編』 
 

 

返し忘れはあれへんかー？ 

気持ちよく進級しよう！！ 


