
新着案内 らい★ぶらり 
～ほんのほんのいちぶ 6/3～6/29展示分より～ 

 

大阪信愛女学院図書館  Ｎｏ．２８２（２０１３．７．４．発行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆ ＣＤ ☆ 

  

☆『アイリス』 九六猫  

☆『relation』 高垣彩陽  

☆『新・百歌声爛② 男声声優編』  

☆『まるかいてベスト』  

☆『One Piece 15th Aniversary』    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆『Sound Drama Fate/Zero Vol.③ 散りゆく者たち』  

☆『SO BEAST』 BEAST  

☆『Supernova collections』 超新星  

☆『リッチマン、プアウーマン オリジナル・サウンドトラック』  

☆『エトワール・ド・タカラヅカ』 星組公演 

☆『ラプソディ・イン・ホルン②』  

福川伸陽ホルン ; 三浦友理枝ピアノ  

☆ 小説類 ☆ 

『Team・HK』 あさのあつこ著 （913.6－アサ） 

ハウスキーピング会社で働きはじめた引っ

込み思案で平凡な主婦が見つけた大切なも

の。フツーだけどフツーじゃないわくわく

するお仕事小説。 

『ランナー③ レーン』 も入りました！ 

 

『余命１年のスタリオン』  
石田衣良著 （913.6－イシ）  

仕事は好調、プライベートは絶好調。そして余命は１

年。命が尽きるまでに、世界に何を残せるだろう。 

 

『想像ラジオ』  

いとうせいこう著 （913.6－イト） 

耳を澄ませば、彼らの声が聞こえるは

ず。ヒロシマ、ナガサキ、トウキョウ、

コウベ、トウホク…。生者と死者の新

たな関係を描いた世界文学の誕生。  

 

☆『空に住む』 小竹正人著 （913.6－オダ） 

両親の突然の死により、愛猫とともに都心の高層マン

ションの住人となった主人公・直実。そこはまるで“空”

に住んでいるかのような、浮遊感と非現実感を味わわ

せる不思議な空間だった――。 

 

☆『王様ゲーム 起源』 金沢伸明著 （913.6－カナ） 

 

『泣いたらアカンで通天閣』  
坂井希久子著 （913.6－サカ） 

あー言えば、こー言う、似たもん同士の父

娘。大阪・新世界を舞台に笑いあり涙あり、

とびっきりの人情の花が咲く。 

 

☆『くちづけ』 宅間孝行著 （913.6－タク) 

知的障がいの娘・マコを連れた元人気漫

画家の愛情いっぽんが、住み込みのスタ

ッフとしてグループホーム“ひまわり荘”

にやってきた。かつてなかった心休まる

暮らしを得たいっぽんだが…。  

 

☆『こちら、幸福安心委員会です。』 
 うたた P原作 ； 鳥居羊著（913.6－トリ） 

「みずべの公園市国」は完全で完璧な女王

サイレン と呼ばれる AIが統べる国家。市

国民を監視・統括していた。幸福安心委員

会のインターン生・漣は“不幸分子"を取

り締まる日々の中で、この国の真実を見出

していく。  

 

『４５℃』 長野まゆみ著 （913.6－ナガ） 

謎が響き合う九つの話。 

『つくもがみ、遊ぼうよ』  
畠中恵著 （913.6－ハタ） 

ほっこり愉快なお江戸妖怪ファンタジー、

あなたもつくもがみと勝負！ 

 

『夢幻花』 東野圭吾著 （913.6－ヒガ） 

アサガオに黄色い花はありません。しかし

江戸時代には存在したのです。ではなぜ今

は存在しないのか。 

 

『キミトピア』 舞城王太郎著 （913.6－マイ） 

出会いと別離のディストピアで個を貫こうともがく

七人の「私」たちが真実の YOUTOPIAを求めて歩く小

説集。 

 

＊『ジョン・マン 望郷編』 山本一力著 （913.6－ヤマ） 

WOW! ついに辿り着いたアメリカ本土、ニューベッド

フォード港に、ジョン・マンの雄叫びが響き渡る。二

年にわたる長き航海と、少年の成長。16歳になったジ

ョン・マン、新天地での暮らしが始まる。  

 

『神様からの宿題』 山本育海， 

山本智子著 （916－ヤマ） 

筋肉が骨になる難病を持つ少年は、病気の

治療に役立ててほしいと、山中伸弥先生に

自分の皮膚の細胞を提供した。治療法のな

い病と生きる親子が紡ぐささやかな希望

の手記。 

 

『百年法 上・下』 山田宗樹著 （913.6－ヤマ） 

不老不死が実現した社会。しかし、法律により 100年

後には死ななければならない。自ら選んだ人生の結末

が目前に迫ったとき、忘れかけていた生の実感と死の

恐怖が、この国を襲う。 

 

☆『八重の桜 ①②』 山本むつみ著 （913.6－ヤマ） 

ＮＨＫ大河ドラマ完全ノベライズ。会津藩

の砲術指南の山本家に生まれた八重は、広

い見識をもつ兄を師と仰ぎ、裁縫よりも鉄

砲に興味を示し、会津藩の教育指針のもと、

会津の女として育っていく。  

 

『さきちゃんたちの夜』  
よしもとばなな著 （913.6－ヨシ） 

きつい世の中を、前を向いて生きるひとに贈る、５つ

の物語。 

 

『うみねこのなく頃に 散 Episode5－上』 
竜騎士 07著 （913.6－リユ）  

 

『０番目の事件簿』  
メフィスト編集部編 （913.68－ゼ） 

人気ミステリ作家 11人のデビュー前原稿。

アマチュア時代作品を無修正で大公開。 

 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。 

＜夏休み貸出について＞  

☆ いつもより少しだけ長く借りられます ☆ 

 対象期間 返却期限日 

中高生 7/8（月）～8/2（金） 8/30（金） 

卒業生・保護者・学外登録者 7/16（火）～8/2（金） 8/30（金） 

 ＊短大生は短大掲示板で確認してください。 

 

＜開館時間変更＞ ７/26（金）～8/2（金）の期間、 

開館時間は９：００～１６：００になります。 

 

   ＜閉 館 日＞ 8/3（土）～8/25（日） 

＊8/26（月）から通常通り、開館します。 

もうすぐ夏休み！ 



夏休みに本やＣＤを借りる前に、 

返し忘れていないか、確認を！ 

督促状をもらったら、 

すぐに返却してね。 

☆ 文庫本 ☆ 

 

☆『魔遁のアプリと青炎剣 上・下』  

天鴉蒼 

☆『オレを二つ名で呼ばないで②③』  

逢上央士著 

☆『ギルティブラック＆レッド』  

小林がる著 

☆『エスケヱプ・スピヰド③④』  

九岡望著 

☆『一つの大陸の物語 上・下』 

 時雨沢恵一著 

☆『進撃の巨人①～③』  

諫山創原作 ; 涼風涼著 

☆『デュラララ!! ⑫』 成田良悟著  

☆『小説砂時計』 橋口いくよ著  

☆『悪魔のような花婿』シリーズで  

松田志乃ぶ著 

☆『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。①～⑩』  

渡航著 

 

『写楽 閉じた国の幻 上・下』 島田荘司著 

『！ビックリマーク』 二宮敦人著 

『モンスター』 百田尚樹著 

『線の波紋』 長岡弘樹著 

 

渡辺雄二著 

『食べてはいけない添加物食べてもいい添加物』 

（498.51－ワ） 

『買ってはいけないお菓子買ってもいい

お菓子』（498.54－ワ） 

『コンビニの買ってはいけない食品買っ

てもいい食品』 （498.54－ワ） 

『食べてはいけないお弁当食べてもいい

お弁当』（498.54－ワ） 

 

『高校生のための批評入門』  

梅田卓夫[ほか]編（817.7－コ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 小説以外の本 ☆ 

 

『学び続ける力』 池上彰著 （002－イ） 

すぐには役に立たないことを学んでおけば、ずっと役

に立つ。 

 

『ガクモンの宇宙』 東京大学教養学部編 （041－ガ）  

高校生のための東大授業ライブ。 

 

☆『人生を変える！「心のＤＮＡ」の育て方』 
石井裕之著 （159－イ） 

「心の DNA」は、あなたの潜在意識を導く

「人生の設計図」です。つまり、素晴らし

い「心の DNA」を持っている人は、人生全

般においてうまくいくのですその「心の

DNA」の育て方を紹介します。  

☆『人生を変える!「もうひとりの自分」とうまく付き合
う方法』 も入りました！ 

 

 

『人生はワンチャンス！』  
水野敬也，長沼直樹著 （159－ミ） 

犬の写真で癒されながら、偉人のエピ

ソードと名言が学べます。 

 

『名前の由来、名づけのいわれ』  
大野敏明著 （288.1－オ） 

古代から現代まで「名づけ」の意味と流行を考える。 

 

『僕の死に方』  
金子哲雄著 （289.1 －カ） 

突然の余命宣告。絶望の中でやがて彼は

「命の始末」と向き合い始める。これは

41歳で急逝した売れっ子流通ジャーナリ

ストの見事な死の記録である。 

 

『教科書では絶対教えてくれない日中韓の近現代史』   
(319.102-キ） 

  

『アベノミクス大論争』 文藝春秋編 （332.1－ア）  

円安・株高で支持率も急上昇の安倍新政権。この快進

撃はいつまで続くのか? 識者の異なる見解を集め、新

政権の政策を徹底検証する。  

 

『「上から目線」の構造』 榎本博明著 （361.4－エ）  

根拠はないのに、自信満々、意見されても、耳を貸さ

ない。そんな人の心のメカニズムとは。 

 

『わかりあえないことから』  
平田オリザ著 （361.45－ヒ）  

コミュニケーション能力とは何か。 

 

 

『やる気とか元気がでる 
えんぴつポスター』 

金益見著 （376.3－キ） 

言葉、文字の力がある「えんぴつポスタ

ー」夜間中学生が書く短い作文で、鉛筆

形の用紙に書かれ、そう呼ばれています。 

 

 

『女子校ルール』  
女子校ルール研究会著 （376.4－ジ） 

女子校愛が詰まった１冊です。 

 

『偏差値 29の私が東大に合格した超独学勉強法』 
杉山奈津子著 （376.8－ス） 

勉強法がダメだと、成績アップは絶望的…徹底的に無

駄を省いた合理的な勉強法をすべて公開。 

 

『ハーバード白熱日本史教室』  
北川智子著 （377.28－キ） 

若き日本人女性の斬新な講義にハーバードが熱狂し

た。 

 

『世界の「富士山」』 田代博著 （454.5－タ） 

在留邦人や旧日本兵、日本人旅行者が「○○富士」と

呼んで親しんだ世界の山々を紹介。 

 
『ひらく、ひらく「バイオの世界」』  

日本生物工学会編 （464－ヒ） 

豊富なイラストと写真を交えた Q&A形

式で、最先端のバイオテクノロジーを平

易に解説。これを読めば、DNA・ゲノム・

バイオエタノール・iPS細胞などなど、ちょっと難し

いバイオの言葉が、ぐんと身近に感じられる。 

 

『カビ図鑑』 細谷剛，出川洋介，勝本謙著 

伊沢正名写真 （465.8－ホ） 

カビと聞いて何を想像しますか。 

 

『中村元の全国水族館ガイド 115』  
中村元著 （480.76－ナ）  

 
『イノチを支える』 黒鳥偉作， 

平山正実著 （490.16－ク） 

医療の現場は常に戦い！ 

 

『記憶をコントロールする』  
井ノ口馨著 （491.371－イ）  

楽しい記憶は残し、いやな記憶は消す。それも夢では

ない。 

 

『読む便秘外来』  
小林弘幸著 （493.46－コ） 

腸のカリスマドクターがわかりやすく解説。

便秘で悩むすべての人に。 

『丸の内タニタ食堂』 タニタ著 （596－タ） 

行列のできる 500kcalのまんぷく定食とお弁当。 

 

『ディズニーランドであった心温まる物語』   
香取貴信監修 ： 東京ディズニーランド卒業生

有志著 （689.3－ト）  

ディズニーランドキャスト卒業生たちが、

実際に体験した物語。 

 

☆『天音。』 EXILE ATSUSHI著 （767.8－エ）  

僕は、なんのために、何を歌おうとしているんだろう?

今を生きる奇跡と対峙しながら、秘めた想いを綴った

初エッセイ。 

  

『雑談力が上がる話し方』  
齋藤孝著 （809.4－サ）  

雑談とは、会話を利用して場の空気を生み

出す技術のこと。雑談力を磨きましょう。 

 

 

『日本人が気づいていないちょっとヘンな
日本語』 
デイビッド・セイン，長尾昭子著 （810.4－セ）  

外国人にあなたは日本語をちゃんと説明

できますか。 

 

『名作うしろ読み』  

斎藤美奈子著 （908.8－サ） 

古今東西の名作 132 作を、ラストの一文

から読み解く。 

 

 

☆ マンガ ☆ 

 

『くるねこ⑪』 くるねこ大和著 

『とめはねっ！⑩⑪』 河合克敏著 

『母親やめてもいいですか』  

にしかわたく絵 ； 山口かこ文 

『７年目のツレがうつになりまして。』  

細川貂々著  

『食卓の向こう側①』 魚戸おさむ作画 

『マンガで学ぶ生命倫理』  

児玉聡著 ： なつたかマンガ  

 

 

 

シリーズものの予約をいっぺんにすると、 

借りられるようになったものから、連絡します。 


