
新着案内 らい★ぶらり 
～ほんのほんのいちぶ 8/26から 9/21 分より～ 

 

大阪信愛女学院図書館  Ｎｏ．２８４（２０１３．１０．１．発行） 

 

☆ ＣＤ ☆ 

 
☆『Galileo＋』 
☆『いいね』 Greeeeｎ 
☆『ＴＩＭＥ』 東方神起 
☆『太鼓の達人ドンダフル』 
☆『ＥＡＲＴＨ』 SEKAI NO OWARI 
☆『フットルース』 宝塚雪組公演 
☆『LAST BEST』 FUNKY MONKEY BABYS 

☆『進撃の巨人 オリジナル･サウンドトラック』 
☆『東京ディズニーリゾート  

アニバーサリー・テーマソングス』 

 

 

☆ マンガ ☆ 

 
『ナガサレール イエタテール』 

ニコ・ニコルソン著  

2011年 3月 11日、実家が津波で流され

た！母娘三代の実録自宅再建エッセイ。 

 

『えっ？これって方言なの！？マンガで気づく 
日本人でも知らない日本語』 篠崎晃一監修 

『日本人の知らない日本語④ 海外編』 
蛇蔵，海野凪子著  

『100 円のコーラを 1000 円で売る方法』 
永井孝尚原作 ； 阿部花次郎作画 

『漫画家たちの戦争』 

 

☆ 文庫 ☆ 

 

☆『緋弾のアリア⑭』 赤松中学著 

☆『クロス・エデン③』 吉野匠著 

☆『ソードアート・オンライン⑬』 川原礫著 

☆『カゲロウ・デイズ③』 じん(自然の敵 P)著 

☆『デート・ア・ライヴ①～⑦、アンコール』 橘公司著 

☆『問題児たちが異世界から来ますよ⑧』 竜ノ湖太郎著  

『正しい大阪人の作り方』 わかぎゑふ著 

『残月 みをつくし料理帖』 高田郁著 

『風の中のマリア』 百田尚樹著 

『語りかける花』 志村ふくみ著 

『丕緒の鳥』 小野不由美著 

『茨の木』 さだまさし著 

『月光』 誉田哲也著 

 

二宮敦人著 

『！! ビックリマーク②』  『！！！ビックリマーク③』  

 

池井戸潤著 

『民王』  『株価暴落』  『不祥事』 

『かばん屋の相続』 

 

 

『知ってるだけですぐおいしくなる！料理のコツ』  

左巻健男，稲山ますみ編著（596－サ）   

☆ 小説類 ☆ 

 

『輝天炎上』 海堂尊著 （913.6－カイ） 

大学病院への復讐を果たすため、桜宮一族

が帰還する。医学生・天馬は母校の危機を

救えるか？ 

 

『心』 姜尚中著 （913.6－カン）  

先生と学生の心の交流。 

 

『岳飛伝⑤』 北方謙三著 （913.6－キタ）  

 

『薔薇とビスケット』 桐衣朝子著 （913.6－キリ） 

若い介護士が遭遇した、お盆の夜の奇跡。 

 

『キアズマ』  

近藤史恵著 （913.6－コン） 

１年間限定で自転車部に所属するこ

とになった正樹。走る喜びと恐怖の間

で葛藤しながらも、レースに挑んでい

く。 

 

☆『グッドルーザー球磨川 上・下』 
西尾維新著 （913.6－ニシ）  

 

☆『たぶんねこ』 畠中恵著 （913.6－ハタ） 

若だんなが大店の跡取り息子たちと稼ぎの競い合

い!? 長崎屋には超不器用な女の子が花嫁修業に来

るし、幼なじみの栄吉が奉公する安野屋は生意気な新

入りの小僧のおかげで大騒ぎ。おまけに幽霊が猫に化

けて……。てんやわんやの第十二弾。 

 

『野心のすすめ』 林真理子著 （914.6－ハヤ） 

夢を実現するヒント、人生は何度でもリセットできる。  

 

☆『黒子のバスケ④』 藤巻忠俊,  

平林佐和子著（913.6－フジ）  

黒子が一軍に合流して間もない頃―。

昼休みに赤司を捜す黒子は、校内で

レギュラーメンバーたちと遭遇する。

彼らの個性的な一面が次々と垣間見

え…！？ 

 

☆『高校入試』  
湊かなえ著 （913.6－ミナ） 

県内有数の進学校の入試前日、教室に

「入試をぶっつぶす！」の貼り紙。誰が

何の目的で入試を邪魔しようとしてい

るのか？ドラマとは異なるもうひとつ

のラストが待ち受ける。 

 

 

『未来力養成教室』  
日本 SF作家クラブ編 （914.6－ミラ） 

自分の未来を切りひらく秘訣とは？人気 SF作家が語

ります。 

 

『楽園の蝶』 柳広司著 （913.6－ヤナ） 

1942年、野望と陰謀が交錯する満州・

新京。東洋一の「映画の都」、そこは

幻影城市と呼ばれていた。  

 

☆『八重の桜③』 山本むつみ著 （913.6－ヤマ） 

会津戦争の敗北ですべてを失った八重は、兄のいる京

都へと向かい、京都で「知識」という新たな生きがい

を得る。会津のプライドを貫く八重は、京都でも存在

感を増し、アメリカで西洋文化に触れた新島襄を魅了

する。八重の生き方を襄は、ハンサムウーマンと称し

た。  

 

『つむじ風食堂と僕』 吉田篤弘著 （913.6－ヨシ） 

少し大人びた少年リツ君 12歳。つむじ風食堂のテー

ブルで、町の大人たちが彼に「仕事」の話をする。リ

ツ君は何を思い、何を考えるか…。 

 

『大人の国語力がつく漢詩 100選』 
守屋洋著 （921－モ） 

聞き覚えのある名言や故事成語。元となった詩と、作

者をやさしく解説。 

 

＊『シャーロック･ホームズ 
大人の楽しみ方』 

諸兄邦香著 （930.28－ド） 

マニアも知らなかったホームズの姿

を一挙公開。作品を読み直したくな

る副読本。 

 

 

☆ 小説以外の本 ☆ 

 

『逆転の発想術』 DaiGo著 （140.4－ダ） 

ピンチをチャンスに変える最強の心理テクニック。 

 

『習慣の力』 チャールズ・デュヒッグ著 （141.75－デ） 

人間の日常行動の４割以上は習慣である。 

 

『嫌われ女子５０』  

犬山紙子著 （159.6－イ） 

これはマナー本です。 

 

『スタンフォード教授の心が軽くなる先延ばし思考』  
ジョン・ペリー著 （159－ペ） 

イグノーベル賞受賞の「意義ある先延ばし理論」 

 

 

 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。 

体育祭、文化祭、たくさんの思い出 



『10代のための古典名句名言』 佐藤文隆， 

高橋義人著 （159.5－サ） 

人生の心のよりどころとなる先人の言葉と出逢える。 

 

『僕らが世界に出る理由』 石井光太著 （159.7－イ） 

君に、一歩を踏み出す勇気を！ 

 

『宗教はなぜ必要なのか』  

島田裕巳著 （160－シ） 

世界で宗教が必要とされてきた５つの理由。 

 

『知っておきたい 教会の基本』（195－シ）  

この一冊で教会のことがわかる。 

 

『読めばすっきり！よくわかる日本外交史』 
河合敦著 （210.18－カ） 

昔の日本人は極めて老練でしたたかな外交を展開し

て、国家の安定を保っていた。 

 

『沖縄決戦』 （210.75－オ） 

太平洋戦争最後の激戦と沖縄県民の戦い 

 

『新島八重ものがたり』  
山下智子著 （289.1－ニ） 

わたしがわたしらしく生きるために。 

 

『同志社の母 新島八重』 （289.1－ニ） 

幕末から明治の激動の時代を駆け抜け、

自分の信念を貫いた彼女から、現代にも通じる生き方

を学ぶ。 

 

『古地図で歩く大阪 歴史探訪ガイド』 
ペンハウス著 （291.63－ペ） 

古地図と現代地図を見くらべながら、タイムスリップ

してみませんか。 

 

『日本が世界一「貧しい」国である件に 
ついて』 谷本真由美著 （304－タ） 

なぜ日本はバカにされるようになったの

か？ 

 

『データでわかる 2030年の日本』 
三浦展著 （304－ミ） 

激変する日本で生きるために知らないとまずい衝撃

の予測 

 

『知らないようで 
やっぱり知らない日本のしくみ』 

木村恭子，カツヤマケイコ著 （312.1－キ） 

日本の未来、これからどうなる？ 

 

 

 

 

『日本国憲法を口語訳してみたら』 
塚田薫著 （323.14－ツ） 

護憲？改憲！？その前に。 

 

『憲法は誰のもの？』  
伊藤真著 （323.149－イ） 

立憲主義を見失った改憲は危うい。 

 
『図解７日間で「すぐやる人」に突然 
変わる本』 佐々木正悟著 （336.2－サ） 

先送りグセをなおせば、仕事は全部ぶ

まくいく！ 

 

『モテ会話・雑談のコツ』 箱田忠昭監修 （336.4－ハ） 

さりげなく相手の心に入り込む。 

 

『今すぐフォロワーはやめなさい！』 
加藤秀視著 （361.43－カ） 

リーダーの人生は「自由」フォロワーの人

生は「不自由」すべての悩みや願望は、リ

ーダーになることで解決し、満たすことが

できる。自分の人生のリーダーになるため

に。 

 

『未来の働き方を考えよう』 ちきりん著（366.29－チ）  

社会が激変する次の１０年を楽しくワクワク生き抜

くために。 

 

『〈80后・90后〉中国ネット世代の実態』 
Tokyo Panda著 （367.6－ト） 

上海在住の日本人ファッションブロガーが見て聞い

て考えた中国の真実、その光と影。 

 

『勉強法の科学』 市川伸一著 （371.4－イ） 

学習のしくみを知って自分の勉強法を見つけよう！ 

 
『世界のかわいい民族衣装』  

上羽陽子監修 （383.1－セ） 

手仕事が生み出す世界の色と形 

 

『科学者の卵たちに贈る言葉』 
笠井献一著（407－カ） 

戦後日本の生命科学をけん引した江上不二夫が伝え

たかったこと。 

 

『脳科学の教科書 こころ編』 
理化学研究所脳科学総合研究センター編（491.371－ノ） 

こころと脳のはたらきとは、どんな関係にあるのでし

ょうか。 

 

『後悔したくなければ「医者のいいなり」は 
やめなさい』  名郷直樹著 （492－ナ）  

その治療、あなたにとって本当に必要です

か？ 

『「余命３カ月」のウソ』 近藤誠著 （494.5－コ） 

余命宣告の多くはいいかげんである。惑わされてはい

けません。 

 

☆『外反母趾は包帯１本で治せる』 
青木孝文著 （494.77－ア） 

足に包帯を巻くだけで、どんなタイプ

の外反母趾でも 85%が治っている! 大

学病院「足の外科」の専門医が考案し

た家庭療法のすべてをわかりやすく紹介。 痛みが消

えたばかりか骨の変形まで改善した体験者の手記も

満載。 

 

『視力もぐんぐんよくなる勉強術』  
中川和宏著 （496.41－ナ） 

視力回復で、集中力・記憶力をアップさ

せる方法。 

 

『噛み合わせが人生を変える』  
日本顎咬合学会著 （497.6－ニ） 

正しい噛み合わせで十分な咀嚼ができる人は、元気で

若々しい生活を謳歌することができる。 

 

『これからのエネルギー』 槌谷治紀著 （501.6－ツ） 

安全な未来のために、本気で取り組まなくちゃ。 

 

『鉄道を科学する』 川辺謙一著 （516－カ） 

安全運転・定時運行・高速走行の秘密に迫る。 

 

『うまれる』 豪田トモ著 （598.2－ゴ） 

かけがえのない、あなたへ。 

 

『コメの嘘と真実』 近正宏光著 （611－コ）  

TPP参加交渉を表明し、いままた注目を集めるコメの

実態は？ 

 

『うちは精肉店』  

本橋成一写真と文 （648.2－モ） 

  

『TPPで暮らしはどうなる？』  
鈴木宣弘[ほか]著 （678.3－ス） 

日本の光景が一変する！ 

 

『女性画家１０の叫び』 堀尾真紀子著 （720.28－ホ） 

社会の無理解や軋轢を乗り越えながら、自らの表現を

獲得すべく真摯に生きる姿は激しくも美しい。 

 

『学校では教えてくれない 
人生を変える音楽』 

雨宮処凛[ほか]著 （760.8－ア）  

とにかくこれ、聴いてみて。 

 

 

☆『Hello,Good-bye』 YUI著 （767.8－ユ） 

全アルバムインタヴューに加え、イン

ディーズデビュー、メジャーデビュー、

東京での初ライヴ、映画『タイヨウの

うた』、初めて生い立ちを語った 2万

字インタヴュー、リフレッシュ休暇、

そして活動休止…貴重なインタヴュ

ーを全収録。未公開写真も含めた撮りおろし写真も 8

年分一挙掲載!YUIからの直筆メッセージも収録。 

 

＊『準備する力』  
川島永嗣著 （783.47－カ） 

日本の守護神が綴る強い心の育て方。 

＊『本当に「英語を話したい」キミへ』
（807－カ）も入っています。 

 

＊『頑張るときはいつも今』 瀬田元吾著（783.47－セ）  

ブンデスリーガのフロントとしてＪリーガーの獲得、

日経企業のスポンサー契約を主導した日本人。 

 

『できる大人のモノの言い方大全②』  
話題の達人倶楽部編 （809.4－デ） 

一目おかれる一言から、使うと人間関係

にヒビが入る危険な言い方まで… 

 

『ネガポ辞典』 
ネガポ辞典制作委員会著 （814.5－ネ） 

ネガティブな言葉をポジティブに変換！ 

 

 

『フランス人が日本人によく聞く 100の質問』 
中井珠子，南玲子，飯田良子著 （857.8－ナ） 

フランス語で日本について話すための本 

 

 

☆ 学習参考書 ☆ 

 

☆『確率 モノグラフ』 村上哲哉著 

☆『行列 モノグラフ』 高橋正明著 
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