
 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。 

夏休みの貸出が始まる！ 
《長期貸出 開始！》 いつもより長くかりられます★貸出冊数は変更なし 

 長期貸出対象期間 返却日 

中高生 ７/１（水）～８/１（土） ８/29（土） 

子ども教育学科生 ７/１５（水）～９/24（木） １０/１５（木） 

看護 

学科生 

１回生 
７/２１（火）～ 検討中 

２回生 

３回生 ７/２１（火）～ 検討中 

小学生 ７/１（水）～８/１（土） ９/４（金） 

卒業生・保護者・学外登録者 ７/１５（水）～８/１（土） ８/２９（土） 

 

《開館時間変更と閉館日》 

７/２７（月）～7/31（金）の期間は９：００～１７：００の開館です。 

８/１（土）は９：００～１６：００の開館です。 

閉館  ８/２（日）～８/２４（月） 

 

そそううだだ！！図図書書館館へへ行行ここうう  

研究室を利用するには 

グループで作業をしたり、DVD を見たりすることができる研究室。試験前や試験中は大人気！ 

利用するときは申込用紙に必要事項を記入し、ＤＶＤを見るときはそのＤＶＤも一緒に、カウンター

に出してください。使用できる部屋を指示します。 

研究室は防音されていません。他の利用者の迷惑にならないよう話し声やテレビの音量にご注意を。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

☆ ＣＤ（２階） ☆ 

 

☆『Mr.S』 SMAP 

☆『INSTINCT』 GRANRODEO  

☆『ベイマックス  

オリジナル・サウンドトラック』 

 
 

☆ 文庫（３階） ☆ 

 

☆『異界神姫との再契約』 望公太著 

 

 

  

☆ マンガ（３階） ☆ 

 

☆『うた変。②』 杉田圭著 

＊『さよならフットボール①②』 新川直司著 

＊『ごはんのおとも』 たな著 

＊『猫ピッチャー②③』 そにしけんじ著 

『お料理＆キッチン整理術！』 池田暁子著 

『親孝行できるかな？』 たかぎなおこ著  

『漫画 塩狩峠』 三浦綾子原作  

 

 

 

 

 

☆ 小説類（３階） ☆ 

 

『プラック オア ホワイト』 

浅田次郎著 （913.6－アサ） 

あのバブルの夜、君はどんな夢を見ていた？経済の最

前線で夢現の境を見失ったエリート商社マンの告解

が今始まる。 

 

『グリーン・グリーン』  

あさのあつこ著 （913.6－アサ）  

農林高校に都会育ちの新米教師がや

ってきた。季節ごとの実習や、生徒た

ちの苦悩と向き合う、驚きと笑いと感

動の日々。 

 

『武道館』 朝井リョウ著 （913.6－アサ）  

アイドルである限り、決して明かせない本心。そのす

べてが、ここにはある。 

 

☆『乙女ゲーム世界で主人公相手にスパイを 

やっています①～④』 香月みと著 （913.6－カヅ）  

 

『宇喜多の捨て嫁』  

木下昌輝著 （913.6－キノ）  

娘の嫁ぎ先を攻め滅ぼすことも厭わ

ず、下克上で成り上がる戦国大名・宇

喜多直家。その真実の姿とは一体…。

全国の高校生たちが集まって議論を戦わせ、直近の一

年間の直木賞候補作から「自分たちの一冊」を選ぶ高校

生直木賞受賞作。 

 

『鬼談』 京極夏彦著 （913.6－キヨ）  

愛、絆、情・・・すなわち執着は、人を鬼と成す。 

己が鬼か、お前が鬼か。 

新着案内 らい★ぶらり 
～ 本のほんのいちぶ ５/25～６/２0 展示分より ～ 

 

大阪信愛女学院図書館  Ｎｏ．３０７（２０１５．６．２９．発行） 



『漂流郵便局』  

久保田沙耶著 （914.6－クボ） 

いつかのどこかのだれか宛。あな

たの想い、預かります。 

 

＊『下に見る人』 

酒井順子著（914.6－サカ） 

人が集えば、必ず生まれる序列に区別、差別にいじめ。

なぜ人は、人を下に見てしまうのか。 

 

『知的生活習慣』 外山滋比古著 （914.6－トヤ） 

いくつになっても実践できる賢い生き方。 

 

『十二大戦』  

西尾維新著 （913.6－ニシ） 

その戦いに勝利した者は、どんな願い

でもたったひとつだけ叶えることが

できる。 

 

『バカになったか、日本人』  

橋本治著 （914.6－ハシ） 

議論の仕方を忘れた、１億３０００万人のために。 

 

『都会のトム＆ソーヤ⑫』 

はやみねかおる著 （913.6－ハヤ）  

 

『ラプラスの魔女』 東野圭吾著 （913.6－ヒガ）  

彼女は計算して奇跡を起こす。東野圭吾が小説の常識

をくつがえして挑んだ、空想科学ミステリ。 

 

『なりたて中学生 初級編』  

ひこ・田中著 （913.6－ヒコ） 

英語の授業に部活にイベント・・・すべ

てが初めてづくし。 

 

『土佐堀川』 古川智映子著 （913.6－フル）  

大同生命を興し、日本女子大学の創立にも関わった女

性実業家・広岡浅子の一代記。 

 

『あなたの物語』 水野貴也作 ； 

 鉄拳画 （913.6－ミズ）  

人生でするべきたった一つのこと 

 

『よれよれ肉体百科』 群ようこ著 （914.6－ムレ） 

意のままにならない身体には、ため息つきつつ笑うし

かない。各部の開き直り方、教えます。 

 

☆『忘却の覇王ロラン⑦』  

吉野匠著 （913.6－ヨシ）  

 

 

 

☆ 小説以外の本（３・４・５階） ☆ 

 

『出口汪の「最強！」の記憶術』  

出口汪著 （141.34－デ） 

 

『「めんどくさい」がなくなる本』 

鶴田豊和著 （159－ツ） 

喜怒哀楽、嫉妬に続く第６の感情「め

んどくさい」をスッキリ解消する技術。 

 

『玉砕の島々』 平塚柾緒著 （210.75－ヒ） 

サイパン、グアム、ペリリュー、硫黄島、終戦 70年

目にたどる、知られざる戦場の記憶。 

 

『僕らの人生を変えた世界一周』  

TABIPPO 編 （290.9－ボ）  

人生最後の日のあなたが後悔するか、

満足できるかどうかは、今のあなたが

踏み出す一歩で決まっていく。 

 

『ぼくらの民主主義なんだぜ』  

高橋源一郎著 （304－タ）  

この国で生きていくために。 

 

『10 代からの情報キャッチボール

入門』下村健一著 （361.45－シ） 

情報の被害者にも、加害者にもならな

いために。 

 

『失敗しない謝り方』 大渕憲一著 （361.4－オ） 

謝るつもりで、相手を怒らせていませんか？……心理

学者が教える「謝罪」の極意 

 

『なぜ関西のローカル大学「近大」が、 

志願者数日本一になったのか』  

山下柚実著 （377.28－ヤ） 

来るべく少子化社会に、近大はどんな対応策を練って

いるのだろうか。 

 

『風はなぜ吹くのか、どこからやってくるのか』  

杉本憲彦著 （451.4－ス） 

 風が吹くのには、ちゃんと意味がある。 

 

＊『生物学の「ウソ」と「ホント」』  

池田清彦著 （460.4－イ） 

生物をめぐる根源的な疑問から、フ

シギな生命現象のしくみまで。最新

の知見を尽くして明快に説く。 

 

『ペンギンが教えてくれた物理のはなし』 

渡辺佑基著 （481.7－ワ） 

誰でも！科学が好きになる！謎につつまれていた動

物たちの生態を最新技術で、つぎつぎと明らかに。 

 

『うなぎ 一億年の謎を追う』  

塚本勝巳著 （487.66－ツ） 

うなぎの不思議を追い続けた世界一の

ウナギ博士がくりひろげる科学の謎と

き。 

 

『丁先生、漢方って、おもしろいです。』  

丁宗鐵，南伸坊著 （490.9－テ）  

病気に関するあれこれを質問すると、丁先生は縦横無

尽に答えました。思わず「エエーッ!? 先生それ、ど

ういうことですか!?」 

 

『子宮頸がんワクチン事件』  

斎藤貴男著 （495.43－サ） 

積極的な勧奨の中断から２年近くが過ぎたが、事態は

どうなるのか。 

 

『オートメーション・バカ』 

ニコラス・G.カー著 （504－カ） 

全てが自動化する世界のおそるべき

真実。先端技術がわたしたちにして

いること。 

『小惑星探査機「はやぶさ２」の挑戦』  

松浦晋也著 （538.9－マ） 

世界初の小惑星からのサンプルリターンを果たした

初代はやぶさ。だが、数々のトラブルに見舞われ、満

身創痍での帰還だった。しかも、目指したのは行ける

星。はやぶさ２が目指すのは行きたい星。 

 

『MORINAGA 

ミルクココアレシピ 71』 

森崎繭香著 （596－モ）  

 

『おいしい和食のキホン』  

村林新吾，相可高校調理クラブ著 （596.21－ム） 

高校生レストランまごの店、その秘密は。 

 

＊『ねこ歩き』  

岩合光昭著 （748－イ） 

ネコとの出会いを楽しみに旅してみ

ましょう。 

 

＊『やめないよ』 三浦知良著 （783.47－ミ） 

明日をどんな一日にして、どう自分を高めるか。僕は

それだけを考えていたい。 

 

＊『夢をかなえた 19人の少年時代』 

（783.47－ボ）  

有名サッカー選手達が自身の少年時代を語ったイン

タビュー集。  

 

『頂点への道』  

錦織圭著（783.5－ニ） 

小学校卒業文集に「夢は世界チャンピ

オンになること」そう記した。 

 

＊『頭がいい人、悪い人の話し方』  

樋口裕一著 （809.4－ヒ） 

話し方で人生は決まってしまう！？ 

 

『辞書には載らなかった不採用語

辞典』 飯間浩明著 （814－イ）  

辞書に載らない、けれど魅力的なこと

ばたちをユーモアたっぷりに解説。 

 


