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☆ 小説類 ☆ 

 

『ケーキのためのパインがない』 
荒木スミシ著 （913.6－アラ） 

欠けた心の部分を探す。僕たちの出会い。 

 

『さようなら、オレンジ』  
岩城けい著 （913.6－イワ） 

私は生きるために、この異国にやってきた。

ここが今を生きる、自分のすべてなのだ。 

 

『かがやく月の宮』 宇月原晴明著 （913.6－ウツ） 

かの有名な竹から産まれたという逸話も、五人の公達

に課された尋常ならざる貢物も・・・すべては、竹取

翁の仕掛けた罠？ 

 

『その鳥は聖夜の前に』 
 片山恭一著 （913.6－カタ） 

『世界の中心で愛をさけぶ』の朔と亜紀

の別れから１２年、遺された資料から紡

ぐ父と子の愛の物語。 

 

『いじめられっ子ノラ』 宗田理著 （913.6－ソウ）  

友だちって、クラスに一人か二人はいるもんだけど、

あたしにはいなかった。先生にもきらわれてた。 

 

 

 

 

 

 

 

『御浪人栄達指南帳』  
中山良太著 （913.6－ナカ）  

指南帳が導く、仕事ナシ金ナシ自信ナシ、

浪人、栄達への道！ 

 

 

『ＩＱ探偵ムー マラソン大会の真実（下）』  
深沢美潮著 （913.6－フカ）  

大会終了後に大事件。 

 

『記憶の海（おいしいコーヒーのいれ方）』 
村山由佳著 （913.6－ムラ）  

 

『スナックちどり』 よしもとばなな著 （913.6－ヨシ） 

海辺のちっぽけな街で過ごした不思議な五日間。 

 

『恋するエクソシスト』  

梨沙著 （913.6－リサ） 

美形でアニメオタクなエクソシスト

と、霊感女子高生の除霊ラブコメディ。 

 

『やさしく語る古事記』  
柴田利雄著 （913.2－シ） 

愛と戦いと歌が奏でる神々の壮大なファンタジー。 

 

『もう一度読みたい教科書の泣ける名作』 
学研教育出版編 （913.68－モ） 

『ごんぎつね』のラストを覚えていますか？ 

 

 

☆ 文庫 ☆ 

『宮部みゆきの江戸怪談散歩』  

宮部みゆき著 

『円周率を計算した男』 鳴海風著 

 

 

  

☆ 小説以外の本 ☆ 

 

『植木理恵のすぐに使える行動心理学』 
植木理恵著 （140.18－ウ） 

気になる相手のココロをカンタンに見

抜く。 

 

『「論理力」短期集中講座』 出口汪著 （141.5－デ）  

変化の激しいこの時代、社会に出て成功するか否かは、

論理力の有無にかかっている。 

 

『軍隊を誘致せよ』 松下孝昭著 （210.6－マ） 

地域振興の切り札として軍隊の誘致に奔走した都市

住民たちの姿に迫る。 

 

『7日間で人生を変える旅』  

A-Works編 （290.9－ナ）  

きっと、新しい何かに出逢える。極上の地球

旅行 26選。 

 

『お父さんなんかいなくても、全然大丈夫。』 
オープンブックス編集部編 （367.4－オ） 

子どもたちは親の離婚をどう受け止め、どう生きている

のだろう。両親が離婚した子どもへのインタビュー集。 

 

『受験必要論』 林修著 （376.8－ハ） 

受験で使った能力は、その後の人生で１

回も使わない。それでも受験が必要な理

由を、この本で伝えよう。 

 

『今すぐできる！中学生の勉強法』  
親野智可等著 （379.7－オ） 

宿題をカバンから出しておくだけで一歩リード。 

 

『お菓子でたどるフランス史』  
池上俊一著 （383.8－イ） 

世界の人々を甘く魅了してきたお菓子。それ

は協会や修道院で産まれ、やがて王や貴婦人

たち、ブルジョワや文豪、パティシエたちに

よって、戦略的に磨かれてきました。 

 

 

『iPS細胞はいつ患者に届くのか』 
塚崎朝子著 （491.11－ツ） 

iPS細胞を治療へとの期待は膨らむ

ばかり。しかし今、その夢の実現に

はどこまで迫れているのか。 

 

『再生医療の光と闇』 
坂上博著 （492.8－サ） 

神か悪魔か「夢の医療」の真実を暴く。 

 

『アトピー！』 檜垣祐子監修 

遠森慶著 （494.8－ト）  

アトピー性皮膚炎を快方に向かわせる姿

勢と行動を自らの体験をまじえてやさし

く語る。 

 

『生物とコラボする』 工藤律子著 （578.4－ク） 

トウモロコシやミドリムシから服や車のボディーが

つくれるんだって！生物と人間が切りひらく新しい

材料の、現在と未来を紹介する。 

 

『もっと！おうちの科学』  

内田麻理香著 （592－ウ）  

暮らしに効く55のおいしい知恵となる

ほどコラム。 

 

『遺伝子組み換え食品の真実』  
アンディ・リーズ著 （615.21－リ）  

発がん性リスクなど隠蔽される人体への影響と、米国

の巨大企業を中心とした組織的な策略の全貌を明ら

かにする。 

 

『壊れても仏像 文化財修復のはなし』 
飯泉太子宗著 （718－イ）  

修復作業の現場から仏像に関するさまざ

まな疑問にお答えします。 

 

 

『幻獣と動物を描く』  
テリル・ウィットラッチ著（726.5－ウ） 

異星人や幻獣は、動物学に基づいた

精確なスケッチから生まれる。 

 

『子どもは子どもを生きています』  
小西貴士写真・ことば （748－コ） 

この本はがんばりすぎちゃった時にそっと開いてみ

る心の宝箱です。 

 

『戦国アバンギャルドとその昇華』 
大阪歴史博物館，産経新聞社編 （756.7－カ） 

大阪歴史博物館で開催された「特別展・変わり兜×刀

装具」の図録集。 

 

 

 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。 

お願い ①返し忘れている本や CDは早く返してね！ 

②購入希望は４月までお待ちください。 



『ＡＫＢ48白熱論争』  
小林よしのり[ほか]著 （767.8－エ） 

マジでハマった 4人の男性論客が、AKB48

そのものの魅力を語り会い、現象を分析

することで、日本の公共性と未来を浮き

彫りにした稀有な現代文明論。 

 

『タカラヅカファンあるある』 
空野りか著 （775.4－ソ） 

清く正しく美しく…タカラヅカワールドへようこそ。 

 

『地球を走った男』  
神山典士著 （779.9－ハ） 

間寛平アースマラソン、その舞台裏に迫

ったドキュメンタリー。 

 

『スポーツ界の不思議 20問 20答』 
桂充弘編 （780－ス）  

 

『学校では教えてくれない！国語辞典の遊び方』  
サンキュータツオ著 （813.1－サ） 

編者や執筆者の熱い想いと深い哲学が詰まった、ユニ

ークで愛すべき国語辞典たちの、知られざる個性と魅

力をお届けします。 

 

『書けない漢字が書ける本②』  
根本浩著 （811.2－ネ） 

書けなかった難書漢字をゴロ合わせで簡単に覚える。 

 

『あなたの人生を変える 
一筆箋活用術』 

むらかみかずこ監修 （816.6－ア） 

あなたの一言が幸せをまねく。 

 

 

『日本人に足りないネイティブの英単語１００』 
パトリック・フォス，酒巻バレット有里著 

（834－フ） 

ミクという子ネコが川のそばに捨てられ

てからの冒険物語、読みながら英語上達

できるよう構成されています。著者のフ

ォス先生は信愛でも教えておられました。 

 

 

☆ 旅行書 ☆ 

 

『地球の歩き方 CHEERS！』 

『ことりっぷ』   

『京橋Ｗａｌｋｅｒ』  

☆ マンガ ☆ 

『まんがで読破』シリーズ 

『親子アスペルガー』  

鎌田絢未原作 ； 松鳥むうマンガ  

 

 

☆ ＣＤ ☆ 

 

『ＫＹＯＮ３０』 小泉今日子 

 

 

☆ ＤＶＤ（館内で観てね） ☆ 

 

『図書館戦争』 『あなたへ』 

『東京家族』 『藁の楯』  

『北のカナリアたち』 

『桐島、部活やめるってよ』 

『リンカーン』  『レ・ミゼラブル』 

『メリダとおそろしの森』  

『シルク・ドゥ・ソレイユ 彼方からの物語』 

 

 

☆ 高校・図書委員選書 ☆ 

 

＜小説類＞ 
『美しい子ども』 松家仁之編 （908.3－ウ） 

新潮クレスト・ブックス創刊 15周年特別企画。フラ

ンク・オコナー国際短篇賞受賞作 3作を含む、シリー

ズの短篇集 11作から選りすぐった現代最高のアンソ

ロジー。  

 

『イン・ザ・ヘブン』 
 新井素子著 （913.6－アラ） 

それでも、誰かのために祈り願うここ

ろは、天国に続いているのではないか

しら。最新短編等 10編に創作の秘密を

明かすエッセイも収録。  

『ジェリー・ビーンズが落ちてくる』  
荒木スミシ著 （913.6－アラ） 

40歳になったゼルダのもとに、20歳

の青年が現れる。彼は、不思議なこと

に日々を逆行していく。やがて愛は追

いつけなくなる。 『グッバイ・チョコ
レート・ヘヴン 黒い穴編』 も入り
ました。 

 

『アリス殺し』 小林泰三著 （913.6－コバ） 

複数の人間が夢で共有する〈不思議の国〉で次々起き

る異様な殺人と、現実世界で起きる不審死。驚愕の真

相にあなたも必ず騙される。 

 

『離婚男子』  
中場利一著 （913.6－ナカ） 

長距離トラック運転手・健二が帰宅す

ると、妻の香織が二歳半の一人娘を残

して家出していた。一体なぜ? ママを

探しに、健二は大型トラックの助手席

に娘を乗せて東奔西走するのだが─。 

 
『人生はいつだって今が最高！』 

宇野千代著 （914.6－ウノ）  

熱中する、夢中になる、何かが生まれる。人生の達人

が残した幸福の至言。  

 

 

＜文庫＞ 

『リーガル・ハイ』  

古沢良太脚本/百瀬しのぶノベライズ 

『第二楽章』  

金子ありさ作/来島麦ノベライズ 

リンダパブリッシャーズ企画・編集 

『メロディ・フェア』 宮下奈都著  

三木笙子著 

『人魚は空に還る』 『世界記憶コンクール』 

 

『心屋仁之助のあなたは「このため」に 

生まれてきた！』 心屋仁之助著 （159－コ） 

『イラッとしたときやさしい気持ちになれる本』  

中井俊巳著 （159－ナ） 

『人づきあいがラクになる８０の言葉』 

渋谷昌三編著（361.4－シ） 

 

＜小説以外＞ 
『「ほしい未来」は自分でつくる』 

鈴木菜央著 （159－ス） 

最近ではソーシャルデザインという言い方もします

が、ここで重要なのは、社会や未来をどうするかとい

う前に、自分がどういう人生を送りたいのか、具体的

に描くことです。誰にだって「ほしい未来」を自分の

手でつくり出せるということを伝えていきたいので

す!  

 

『ありがとう！わさびちゃん』  
わさびちゃん著 （645.6－ワ） 

道路でカラスに襲われていると

ころを保護された生後まもない

子猫のわさびちゃん。家族と過ご

した８７日間の愛の物語。 

 

『ディズニー ボールペンイラスト』 藤本けいこ, 

 三角亜紀子イラストレーター （726.5－デ）  

 

『ぼくのともだち』 ジョンソン祥子著 （748－ジ） 

柴犬マルと一茶くん。はじめましての瞬間から、かけ

がえのない存在になるまでの日々を綴った、ほっこり

フォトエッセイ。  

 

『マイルズ・トゥ・ゴー』 
マイリー・サイラス著 （778.253－サ） 

マイリー・サイラス初の自書伝。夢を

追い続けるすべての女の子たちへ贈る

メッセージが満載。 『マイリー・サイ
ラス』  ブランドン・ハースト著 も入り

ました。 

 

『ゆめの音色』 ベッキー著 （779.9－ベ） 

自分のこと、家族のこと、恋愛のこと、そして音楽の

こと、初告白!ベッキー初のコンプリートブック。  

 

『韓国単語超暗記術５００!!』 
タイ・ランゲージ・ステーション編  

（829.14－カ） 

読んでいくだけで自然と韓国語の語彙

が増えていきます。韓国語の初心者の

方にオススメです。  

 

 

＜楽譜＞ 
『フルートで吹きたい 

超人気Ｊ－ＰＯＰあつめました。』   
 


