
新着案内 らい★ぶらり 
～ほんのほんのいちぶ 11/25から 12/20 より～ 

 

大阪信愛女学院図書館  Ｎｏ．２８８（２０１４．１．８．発行） 

 

☆ ＣＤ ☆ 

☆『ダンガンサントラ』 

☆『ティンカー・ベル』 

☆『百歌声爛 男性声優編③』 

☆『オ・ト・ナ BROTHERS 

CONFLICT』 

☆『FAIRY TAIL OP&ED 

テーマソングス VOL.３』  

☆『ＧＥＩＳＨＡ ＢＯＹ 

ANIME SONG 

EXPERIENCE』  

T.M.Revolution 

 

☆『ＬＯＶＥ』 嵐 

☆『ガイガーカウンター』 アーバンギャルド 

☆『Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｓ』 

GENERATIONS from EXILE 

TRIBE 

 

『ベストオブ運動会ソング

ス』 

『２３５５ ０６５５ ソングＢ

ｅｓｔ！』 

『さいしん！てんこ盛り！キッズソング！』 

 

『祈り』 海上自衛隊東京音楽隊，三宅由佳里ソプラノ 

 

 

☆ 図書委員会で選書 ☆ 

図書委員有志が天満橋ジュンク堂に行って、
本を選びました！ 
 

『決断できる人は２択で考える』 
石黒謙吾著 （141.8－イ） 

２択思考はとてもアナログ的な考え方です。クリアに

思考するクセを定着させることで、じわじわっと効い

てくる。 

 

『人の話を「聴く」技術』 
メンタルケア協会編著 （146.8－メ） 

心をケアする対話のプロである精神対話士の「聴く」

技術に着目して、そのコツをわかりやすく解説。“聴

き上手”になるための 62のコツ。  

 

『あした死ぬかもよ？』  
ひすいこたろう著 （159－ヒ） 

子の本を手に取った日が、今の自分の

命日。明日から

は新しい自分で

生きる。 

 

『びっくりどうぶつ フレンドシップ』  
ジェニファー・S・ホランド著 （480.4－ホ）  

世界中から寄せられた、まったく違う種類のどうぶつ

同士の友情エピソードをつめこんだ、信じられないフ

ォトブック。 

 

『パリにゃん』 
酒巻洋子著 （645.6－サ） 

おしゃれなパリのアパルトマンに住

むおしゃまな猫たち。 

 

『30年のハピネス』  
ディズニーファン編集部編 （689.3－サ） 

東京ディズニーリゾートを訪れたゲストと

もてなしたャストの心に残るエピソード。 

 

『イタリアの猫』 岩合光昭写真 （748－イ） 

チャオと呼べば、ニャオと答える。世界遺産の街での

んびりネコ歩き。 

 

『バカの話は必ず長い』 櫻井弘著 （809.4－サ） 

バカだと思われる言葉と行動や、すぐできる論理的思

考の組み立て方を C.N.S.(株)話し方研究所所長、櫻井

弘がわかりやすく解説。 「長話バカ」にならないた

めの方法を提案します。  

 

『Ｋ－ＰＯＰで韓国語！』 
HANA韓国語教育研究会編 （829.1－

ケ） 

K-POPの歌詞一曲一曲に、丁寧な語彙＆

文法解説、分かりやすい発音表記を付け、

学習教材にしました。 

『少し不思議。』  

天久聖一著 （913.6－アマ）  

ギャグ、SF、音楽、テレビ―ゴチャ混ぜにした爆発的

小説、ここに完成。 

 

『探検隊の栄光』  

荒木源著 （913.6－アラ） 

時は 80年代。伝説の大蛇ヤーガを探し、密林を彷徨

うテレビ番組クルーが、ゲリラに遭遇した。 

 

“ケーキのためのパインがない”  
荒木スミン著 （913.6－アラ）  

②『地球はちいさな愛の集まり』 
③『幻という名のキスをしよう』 

 

『スタートライン』  

喜多川泰著 （913.6－キタ） 

「18歳のぼく」と「18歳のわたし」が五

年後に見つけた「将来」とは？ 

 

『フラミンゴの村』 澤西佑典著 （913.6－サワ） 

19世紀末のベルギーで、小さな村を襲う奇妙な出来事。

これは悪魔の仕業か、神の試練か・・・。極限状況で

の人間心理を暴く。 

 

『Miss PILOT ストーリーブック』  
フジテレビ原作 （913.6－フジ） 

主人公・晴は ANAのパイロット訓練生。立ち直りの早

さが特技！ 

 

『決壊石奇譚』 三木笙子著 （913.6－ミキ） 

鉱石の記憶を読み解くことができる少年。秘め続けて

きたそ の力を初めて明かしたの

は、生真 面目で融通がきかない、

“紫水 晶の君”だった。 

 

『犬から 聞いた素敵な話』  

山口花著 （913.6－ヤマ）  

 

『不思議 の国のアリス』  
草間彌生挿画 （933－カ） 

草間×アリス、新しいアリスが誕生しました。 

 

『銀行強盗にあって妻が縮んでしまった事件』 
アンドリュー・カウフマン著 （933－カ） 

銀行強盗にあった被害者たちに奇妙なことが起こり

はじめる。なぜ、いったい、なにがのうなっているの

か？ 

 

★ 絵本 ★ 

ジェフリー・ブラウン作 

『ダース･ヴェイダーとルーク（４才）』 
『ダース･ヴェイダーと 

プリンセス・レイア』 

☆ 文庫 ☆ 

 

『みんなのうた』 重松清著 

 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。 

高校３年生のみなさんへ 

１月１７日（金）の授業終了をもって、貸出もストップします。 

以後、貸出希望者はカウンターで相談になります。 

原則、受験で必要な場合に限ります。 

未返却があると卒業延期になる可能性があることを、 

ご承知おきください。 
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( ..)φ ただいま集計中です ( ..)φ 

図書館利用アンケートに 

ご協力ありがとうございました。 

2014年、いい年になりますように！ 



『ガーデン・ロスト』 紅玉いづき著 

☆『エスケヱプ・スピヰド⑤』  

九岡望著 

＊『古事記日本書紀に出てくる謎の神々』  

『歴史読本』編集部編（172－コ）  

＊『物語幕末を生きた女 101』 

 『歴史読本』編集部編（280.4－バ） 

＊『幕末維新』 青山忠正著（210.61－ア） 

＊『妻を帽子とまちがえた男』  

オリヴァー・サックス著（493.7－サ） 

＊『残るは食欲』 

 阿川佐和子著（596－ア）  

 

 

☆ 小説類 ☆ 

 

『黒書院の六兵衛 上・下』 
浅田次郎著 （913.6－アサ） 

不戦開城決した江戸城に、てこでも動かぬ

旗本がひとり。御城明け渡し後も、徳川の

世が安泰であるかのように、謎の旗本は勤

仕をまっとうした、しかも出世までして。 

 

『サエズリ図書館のワルツさん②』  
紅玉いづき著 （913.6－コウ）  

天命、みたいな仕事って、この世にきっとあるはず…。 

 

『あい 永遠に在り』  

高田郁著 （913.6－タカ） 

73歳にして北海道開拓を志した夫。幾

多の困難に遭いながらも支え続けた妻。

波乱の生涯を送った夫婦の道程を追う。 

 

『潮鳴り』 葉室麟著 （913.6－ハム） 

豊後・羽根藩を舞台に「再起」を描く。落ちた花を再

び咲かすことはできるのか？ 

 

『IQ探偵ムー 自転車泥棒と探偵団』 
深沢美潮著 （913.6－フカ）  

☆ 小説以外の本 ☆ 

 

『図書館のトリセツ』  
福本友美子，江口絵理著 （015－フ） 

とことん図書館を使いこなす方法を、お教えします。 

 

『日本人はいつ日本が好きになったのか』 
竹田恒泰著 （154－タ）  

戦後、封じ込められてきた愛国心。なぜいまその呪縛

が解け始めたのか。 

 

『1分間でやる気が出る146のヒント』 
ドン・エシッグ著 （159－エ） 

考え方しだいで、世界は変わる！どこ

からでも読め、すぐに実行できる提案

がいっぱい。 

 

『知られざる杜のうち伊勢神宮』  
矢野憲一著 （175.8－ヤ）  

全国 10万の神社の頂点に立つ日本の総氏神、神宮で

は、長い歴史のなかで、なにが営まれ、どんな祈りが

なされてきたのだろうか。 

 

『世界の歴史を変えた日１００１』 
ピーター・ファータド編 （209－セ） 

人類史上もっとも重要な戦争や紛争、自

然災害、出来事は、なぜ起きたのか。 

 

 

『日本が戦ってくれて感謝しています』 
井上和彦著 （210.75－イ） 

アジアは中国・韓国だけじゃない！日本軍は、私たち

の祖先は、激戦の中で何を遺したか。 

 

『大阪「地理・地名・地図」の謎』 
谷川彰英監修 （291.63－オ） 

なにわっ子もビックリの、観光するだけではわからない

ホンマの大阪がわかる雑学ネタ満載。 

『京都「地理・地名・地図」の謎』 
 森谷尅久監修 （291.62－キ）もはいりました。 

 

『女子会「憲法」サークル』  
近藤三津枝著 （323.149－コ） 

女子目線からの「改憲」セミナー。 

 

『図解相手の気持ちをきちんと 
＜聞く＞技術』  

平木典子著（361.45－ヒ） 

会話が途切れない、雑談がはずむ。 

 

 

 

『母という病』 岡田尊司著 （367.3－オ）  

いま母親との関係に苦しんでいる人が

増えている。だが、母親との関係は、さ

まざまな精神的な問題の要因ともなる。 

 

『境界を生きる』  
毎日新聞「境界を生きる」取材班著 （367.9－マ） 

わたしは男？それとも女？生まれたときに性別は決

まっている。そう疑わない社会で、誰にも言えない苦

しみを抱え込む当事者たち。 

 

『鳩居堂の日本のしきたり豆知識』  
鳩居堂監修 （386.1－キ） 

創業 350年の老舗が伝える日本の変わらぬ心、ここに

あり。 

 

『遺伝子図鑑』 国立遺伝学研究所 

「遺伝子図鑑」編集委員会編 （467－イ） 

ようこそ！あらゆる生命活動をつか

さどる遺伝子の世界へ。 

 

『絶好腸!!』 藤田紘一郎著 （491.346－フ） 

腸を鍛えれば、９割のストレスは解消する。 

 

『遺伝子組み換え食品入門』 
天笠啓祐著 （498.54－ア）  

遺伝子組み換え食品をめぐるさまざまな問題をやさ

しく解説し、その危険性を明らかにしている。 

 

『大阪ビル景』  

石原祥写真・文 （526.9－イ） 

レトロビルから超高層ビルまで、大阪の

かっこいいビル 161棟集めました。 

 

『ネットのバカ』  
中川淳一郎著 （547.48－ナ） 

ネット階級社会の身もフタもない現実を直視せよ。 

 

『かんたんがおいしい！』 足立洋子著 （596－ア） 

料理で失敗しないためのコツと技 

 

『高尾山の「精進」家庭料理』 
坂本和巳著 （596.21－サ） 

作物を恵んでくれた自然と、作ってく

れた人たち、食べてくれる人たちへの

思いをこめて、精進料理を楽しんでく

ださい。 

 

『魚の本』 講談社編 （664.6－サ） 

ヘルシーで賢い魚生活のすすめ、魚のすべ

てがわかる一冊。 

 

 

 

『ちちんぷいぷい とびだせ！えほんができるまで』  
長谷川義史作絵 （699.6－ハ） 

長谷川義史が、一日の小さな旅を描く。 

 

『現代アーティスト事典』 美術手帖編 

（702.8－ゲ） 

1980年代以降のアート入門。 

 

『日本の文様』  

濱田信義企画・編集 （727－ニ） 

平安時代に育まれ、室町、桃山・江戸時代の意匠に一

貫して流れる、日本人の美意識を象徴する文様を芸術

作品とともに紹介する。 

 

☆『進撃の巨人ＩＮＳIDE 抗』  

諫山創著  （726.1－イ）  

 

☆『Ｄｒａｍａｔｉｃ 堀北真 希写真
集』  

（778.21－ホ）  

 

『世界アニメーション歴史事典』  
スティーヴン・キャヴァリア著 （778.77－キ） 

100年におよぶ世界のアニメーションの歴史を豊富な

図版と百科事典のような情報量によってひもといて

いく。 

 

『ダブルダッチ入門』 
日本ダブルダッチ協会監修 （781.9－ダ） 

縄さえあれば、大人も子どもも。 

 

 

 

『日本語の観察者たち（そうだったんだ！日本語）』  
山東功著 （810.2－サ） 

個性豊かな西洋人たちのペンは、どんな日本語の姿を

記したのか。 

 

 

☆ 旅行書 ☆ 

『今田知らない大阪グルメ』  『関西さんぽ旅』   

『関西トレッキングＢＥＳＴコースガイド』 

『大阪まち歩き』 栗本智代著  

 

図書委員選び 

『ディズニー☆クラスタあるある』 
ディズニー☆クラスタあるある研究会著 

『東京ディズニーランド＆シー 
裏技ハンディガイド 2014年版』 

TDL&TDS裏技調査隊編 


