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 書名の前の☆は購入希望、＊は先生からの購入希望です。 

 ☆ 文庫 ☆ 

☆『異能バトルは日常系のなかで①～⑧』 望公太著 

＊『出世花』 高田郁著 

『仏果を得ず』 三浦しをん著 

『書店ガール①～③』 碧野圭著 

『愛娘にさよならを』 秦建日子著 

『リケジョ！』 伊与原新著 

『ささらさや』 加納朋子著 

『水族館ガール』 木宮条太郎著 

『この部屋で君と』 朝井リョウ[ほか]著（アンソロジー）  

 

『外海の聖者ド・ロ神父』 谷真介著（192.88－ド）  

『デジタル一眼撮影ワザ』 澤村徹著（743－サ）  

 

 

 

 

☆ 小説類 ☆ 

 

＊『憎悪のパレード（池袋ウエストゲートパーク⑪）』  

石田衣良著 （913.6－イシ）  

池袋チャイナタウンに吹き荒れる、ヘイトスピーチの

風。言葉のナイフはもう捨てよう。 

 

『空へ』 いとうみく著 （913.6－イト） 

父親の突然の死により、母親、妹との三人暮らしがは

じまる。誰かを守ろうとすることも、守り切れないと

泣くことも辛い。痛みと孤独を背負った少年の、その

一歩一歩がかなでる鮮やかな心の成長の物語。 

 

『ずっとあなたが好きでした』  

歌野晶午著 （913.6－ウタ） 

時にみずみずしく、時に生々しい恋

愛小説集・・・だが！？恋の話、い

ろいろ。 

 

『ピンザの島』 ドリアン助川著 （913.6－ドリ）  

斡旋屋に島の水道工事のアルバイトとして送り込ま

れた若者。島のヤギから搾乳しチーズを作るという、

無謀な夢にとりつかれる。 

 

『悟浄出立』  

万城目学著 （913.6－マキ） 

歴史に埋もれた「永遠の脇役」たちに

光を当てる。 

 

『風味さんじゅうまる』  

まはら三桃著 （913.6－マハ）  

福岡にある菓匠「一斗餡」。お店

をのぞけば、ちょいと頑固な黒砂

糖系の妹と、なんともチャラい上

白糖系の兄が、今日もひともめし

ているようです。 

 

『物語のおわり』湊かなえ著 （913.6－ミナ） 

旅の途中で手渡された紙の束、それは

「空の彼方」という結末の書かれてい

な小説だった。あなたの「今」を動か

す、力強い物語。 

 

☆『天空のミラクル タロットカードは死の歌

をうたう』 村山早紀作 （913.6－ムラ） 

「あやかしのもの」が見えるために、心を閉ざしてき

たさやか。越してきた古い洋館で、江戸時代のお姫さ

まの幽霊に出会う。そして風変わりなクラスメイトと、

封印のとけた竜に立ち向かうことに…。『天空のミラ

クル 月は迷宮の鏡』も入りました。 

 

☆『3時のアッコちゃん』  

柚木麻子著 （913.6－ユズ） 

アッコ女史ふたたび！ 大人気の

『ランチのアッコちゃん』の続編。

またもやアッコさんの底知れぬ力

をまざまざと見せつけられる。 

 

『鳥たち』 よしもとばなな著 （913.6－ヨシ） 

家族を失い、天涯孤独で身を寄せ合うふたり。お互い

しか癒せない淋しさを抱えた、ふたりの恋のかたち…。 

 

『なりたい二人』  

令丈ヒロ子著 （913.6－レイ） 

同じクラスなのにお互いを避けていた

幼なじみの女子と男子の、不器用でか

わいい成長物語。 

 

『ウォーリアーズⅢ ②～⑤』  

エリン・ハンター作 （933－ハ） 

  

『窓から逃げた 100 歳老人』 

ヨナス・ヨナソン著 （949.8－ヨ） 

100歳の誕生日に老人ホームから逃げ

出した主人公の珍道中。 

新着案内 らい★ぶらり 
～ ほんの本のいちぶ １１/４～１１/２２ 展示分より ～ 

 

大阪信愛女学院図書館  Ｎｏ．３００（２０１４．１１．２７．発行） 

冬休みの貸出が始まります！ 

貸出期間：12 月１日（月）～１２月２２日（月） 

貸出冊数：変更なし 

返却日：2015 年１月１０日（土）←厳守！！ 

図書館閉館：１２月２３日（火）～2015 年１月５日（火） 

 

☆高校 3年生のみなさん☆ 

来年１月に入ると卒業前の貸出制限がかかります。受験・課題で必要な 

ものだけの貸出になります。今のうちに借りておいてください。 
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☆ 小説以外の本 ☆ 

 

『10 歳からのデジタル・シチズン

シップ』 清水譲治作 （007.3－シ） 

ネットの海でもうぼくらはおぼれない 

 

『「育ち」をふりかえる』 渡井さゆり著（159－ワ）  

児童養護施設で長くくらした著者が自らの生い立ち

をふりかえる。施設を巣立ってからの苦悩、ようやく

見つけた「生きる意味」を綴る。 

 

＊『池上彰と考える、仏教って何ですか？』 

池上彰著 （180.4－サ） 

日本の仏教は死者を弔うことに特化し

すぎました。仏教との接点を見いだせな

くなったために、その真価が伝わってい

ないのです。 

 

『はじめて読む聖書』 

田川建三[ほか]著 （193.04－タ） 

史上最大のベストセラーには何が書かれているのか。 

 

『「自分」の壁』 養老猛司著 （304－ヨ） 

「自分探し」なんてムダなこと。 

 

『新・戦争のつくりかた』 

りぼん・ぷろじぇくと著 （319.8－リ） 

この 10年間で起きた事実をまとめた資

料を補足した新装版。もう見ないふりは

できません。 

 

『友だちは永遠じゃない』 森真一著（361.6－モ）  

つながってほどいて、ほどいてつながる。社会はいつ

も更新中。 

 

『菊池亜希子のおじゃまします』 

菊池亜希子著 （366.29－キ） 

仕事場探訪 20人 

『真夜中のディズニーで考えた働く幸せ』  

鎌田洋著 （366.29－カ）  

強い想いがあっても、人は常に葛藤し

ている。そんなに格好いい人生なんて

ないんだ。 

 

『大学生活の迷い方』 蒔田直子編著 （377.9－マ）  

女子寮は今日もにぎやか、寮母さんが綴ったすっぴん

大学生たち。 

 

『いちばんよくわかる！集団的自衛権』 

佐瀬昌盛著 （392.1－サ） 

安保法制懇の軍師が説く本当の論点。 

 

『不可思議プランツ』 

木谷美咲文 ； 横山拓彦絵（470－キ） 

食虫植物、寄生植物、温室植物、ア

リ植物、多肉植物などおどろきの植

物たち。 

 

＊『「ニセ医学」に騙されないために』  

ＮＡＴＲＯＭ著 （490.4－ナ） 

自分や大切な人の健康を守るためにも、いざ病気にな

ったときに危険な治療法や健康法に騙されないため

にも。 

 

『土木女子！』 （510.9－ド） 

厳しさは承知で、土木業界に夢をもっ

て飛び込んでいった女性たちの姿を、

写真とインタビューで追いました。 

 

『きせきの海をうめたてないで！』  

キム・ファン著 （519.817－キ） 

瀬戸内海の最後の楽園「きせきの海」が、うめたてら

れるかもしれません。原子力発電所をつくるために…。 

 

高校図書委員有志でジュンク堂書店天満橋店に行き、 

本を選んできました。 

＊『片づけの解剖図鑑』  

鈴木信弘著 （527.1－ス）  

いつも整理の行きとどいている家

には、あらかじめ「片づけやすい仕

掛け」が施されているのです。 

 

＊『ウイスキーと私』 竹鶴政孝著 （588.57－タ） 

NHK連続テレビ小説「マッサン」のモデル・竹鶴政孝

の伝説的自伝。 

 

＊『土居家のレシピと昆布の話』 

 土居純一, 土居成吉, 土居京子著 （596－ド） 

出汁文化を継承する大阪の老舗。健康レシピと大切に

したい、毎日の食の話。 

 

『サバからマグロが産まれる！？』  

吉崎悟朗著 （666.6－ヨ） 

クロマグロの生息数が減りゆく中、サバを代理の親に

してマグロを増やそうという研究が進められている。 

 

＊『笑うマエストロ』 尾崎晋也著 （762.1－オ） 

クセ者演奏家と渡り合い、文化の壁を

乗り越えてハーモニーを作り上げる。

日本人名指揮者、異国で大人気。 

 

＊人間、やっぱり情でんなぁ』  

竹本住大夫著 （777.1－タ） 

叱り、叱られ、命がけ。人形浄瑠璃「文楽」の大夫と

して語りつづけて 68年。舞台をおりて初めて語る。 

 

『イラストでわかる日常生活の英語表現』  

ローレンス・Ｊ．・ヅヴァイヤー著 （830－ヅ） 

英語を母語としない人のために作られた学習書。 

 

＊『日本人の９割が使っている 

ヘングリッシュ 145』  

デイビッド・セイン著 （837.8－セ） 

爆笑、英語４コママンガでわかる！ 

☆ マンガ ☆ 

 

『高校生からのフロイト漫画講座』  

コリンヌ・マイエール作 ； アンヌ・シモン画 

『100円のコーラを 1000 円で売る方法②③』  

永井孝尚原作 ； 阿部花次郎作画 

『ダーリンは外国人 ベルリンにお引越し』 

小栗左多里，トニー・ラズロ著 

『ピアノの森 25 巻』 一色まこと著 

『神の雫 １～44巻』 

亜樹尚作 ； オキモト・シュウ画 

＊『世界のピアノ名曲１０ 名曲誕生物語』  

＊『世界のクラッシック名曲１０  

名曲誕生物語』   

＊『運命と呼ばないで』  

ＮＡＸＯS ＪＡＰＡＮ作/ＩＫＥ画 

 

 

☆ ＣＤ ☆ 

『ＷＩＮＤＩＮＧ ＲＯＡＤ』 絢香，コブクロ 

『平原綾香ベスト Ｊｕｐｉｔｅｒ』 平原綾香 

『今日も君が好き』 馬場俊英  

『愛でした。』 関ジャニ∞ 

『決意の朝に』 Aqua Timez 

『ＨＯＭＥ』 清水翔太 

『涙が落ちないように』 ＣＯＬＯＲ 

『ＤＥＥＮ Ｔｈｅ Ｂｅｓｔ キセキ』 ＤＥＥＮ  

『希望の唄/嵐』 FUNKEY MONKEY BABYS 

『いちごいちえ』  『拝啓○○さん』 やなわらばー 

『ワインの匂い』  『ＪＵＮＫＴＩＯＮ』 オフコース 

『純情Ｕ－１９』  『ナギイチ』 ＮＭＢ４８ 

ＡＫＢ４８   『次の足跡』 『ＧＩＶＥ ＭＥ ＦＩＶＥ！』  

『真夏のＳｏｕｎｄｓ ｇｏｏｄ！』  

Dancing Dolls   『ＤＤＪＵＭＰ』  

『湾岸ワンダーダーリン/ラズベリーラブ』 


