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☆ ＣＤ（２階） ☆ 

 

☆『Little Glee Monster』  

Little Glee Monster  

☆『day dream』 Aimer  

☆『Get Lady』 板野友美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆『Are You Happｙ？』 嵐  

☆『Plus』 Trignal  

☆『orange』 Testuya Kaikihara  

 

 

 

☆ 小説類（３階） ☆ 

 

『放課後の厨房男子』 秋川滝美著 （913.6||アキ）  

男子校「包丁部」なんとか活動中。『メシマズ狂想

曲』 も入りました。 

 

『パリに住むこと、生きること』  

雨宮塔子著 （914.6||アメ）  

パリ暮らし 16年で迎えた転機 

 

『本バスめぐりん。』 

大崎梢著 （913.6||オオ） 

本でつながる想いをのせて、移動図書館は今日も走る。 

 

『四月になれば彼女は』  

川村元気著 （913.6||カワ）  

失った恋に翻弄される、12カ月がはじ

まる。 

 

『虚実妖怪百物語 破・急』  

京極夏彦著 （913.6||キヨ）  

 

『ニーチェが京都にやってきて 

17歳の私に哲学のこと教えてくれた。』 

原田まりる著 （913.6||ハラ）  

京都を舞台にした、人生の意味を追

求する哲学の巨人たちと、手厚保額

を知らない 17歳のアリサの成長を描

いた物語 

 

『ママたちの下剋上』 深沢潮著 （913.6||フカ）  

お受験を巡る母たちの代理戦争勃発 

 

『決戦！桶狭間』 花村萬月[ほか]著 （913.68||ハ）  

戦国最大の逆転劇。奇跡か、必然か。 

 

『濡れた砂の上の小さな足跡』  

アンヌ＝ドフィーヌ・ジュリアン著 （956||ジ）  

「余命は 2～5年」。不治の病に冒

された 2歳の愛娘に下された非情

な宣告。そして、生まれてきた次

女にも同じ遺伝性疾患が。 

 

 

☆ 文庫（３階） ☆ 

 

『ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか？』  

アレン・ネルソン著 

『少年の日の思い出』 ヘルマン・ヘッセ著 

 

 

☆ 小説以外の本（３・４・５階） ☆ 

 

『あなたのセキュリティ対応間違っています』  

辻伸弘著 （007.6||ツ） 

鵜呑みにするな！セキュリティの常識 

 

『プログラミング入門講座』  

米田昌悟著 （007.64||ヨ）  

最少の時間で、プログラミングの

基礎を確実に身につける。 

 

『10代からの哲学図鑑』  

マーカス・ウィークス著 （100||ウ）  

はじめて学ぶ哲学ガイドブック 

 

『ゼロからはじめる心理学・入門』  

金沢創，市川寛子，作田由衣子著 （140||カ）  

目に見えない「心」を科学する。 

 

 

新着案内 らい★ぶらり 
～ 本のほんのいちぶ  ～ 

 

大阪信愛女学院図書館  Ｎｏ．３２４（２０１７．１．３１．発行） 

館内蔵書点検を行います 

2 月１日（水）より、蔵書点検を行います。 

点検中、機械を使っての作業で「ピピッピピッ」と 

電子音や本を動かす音などが発生します。 

作業中でも貸出は可能です。 

 

蔵書点検： 

紛失資料がないか、正しい場所に置かれているかを確認する大事な作業です。 

臨
時
閉
館
の
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知
ら
せ 
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（土
） 
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６
日
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） 
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す
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『ゼロからわかるキリスト教』  

佐藤優著 （191||サ）  

貧婪な新自由主義、過酷な格差社会、「イスラム国」

の暴虐、現代の難問の根底にはすべて宗教がある。 

 

『世界史 MAPS』 （209||セ） 

歴史を動かした 72の大事件 

 

 

『殿、ご乱心でござる』 中山良昭著 （210.5||ナ）  

お家の存亡をかけた熾烈な抗争劇が幕をあける。 

 

『歴代天皇知れば知るほど』 所功著（288.41||レ）  

2000年間同一血縁の王家が続いているのは世界で日

本のみ。 

 

『おんな城主 井伊直虎の生涯』  

（289.1||イ）  

お家断絶の危機を救った戦国女性の波

乱の人生 

 

『ガザの空の下 ： それでも明日は来るし人は生きる』  

藤原亮司著 （302.285||フ）  

過酷な紛争地にも、私たちと同じ日常があり、人生が

ある。 

 

『これが「日本の民主主義」』  

池上彰著 （312.1||イ）  

民主主義の名のもとに、ありとあらゆ

る矛盾を先送りしてきた日本の姿を

考える。 

 

『娘と話す世界の貧困と格差ってなに？』  

勝俣誠著 （333.6||カ）  

人同士が力づくで奪い合う世界は僕たちが生きたい

世界だろうか。 

『セクシュアル・マイノリテリィ Q&A』 LGBT支援法

律家ネットワーク出版プロジェクト編著 （367.9||エ）  

性は、体やベッドの上の話だけでない。 

人生そのものだ。 

 

『はい。赤ちゃん相談室、田尻で

す。』 田尻由貴子著 （369.41||タ）  

こうのとりのゆりかご（赤ちゃんポスト）

の現場にいて考えたことは…。 

 

『高校一冊目の参考書』  

船登惟希著 （376.8||フ）  

東大・京大・難関大に受かる秘訣は、

参考書中心主義だった。 

 

『ビジュアル版世界のお祭り百科』  

スティーヴ・デイヴィ著 （386||デ）  

歴史ある伝統行事から民衆の手でユニ

ークに発展した奇祭まで、誰でも参加で

きる祭りを紹介 

 

『世界科学史大年表』  

ロバート・ウィンストン編 （403.2||セ）  

世界を変えた発明・発見を年表とビジュアルで辿る。 

 

『発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた

理由』 栗原類著 （493.76||ク） 

8歳で「発達障害」と診断された僕が、

モデル・タレント・役者として歩ん

できたこれまでの道のりを語る。 

 

『あったかボディーでリラックス』 （498.3||ア）  

カラダを整える温活術 

 

 

 

『賞味期限のウソ』 出井留美著 （498.54||イ）  

ほとんどの食品の賞味期限は実際より 2割以上短く

設定されている。小売店、メーカー、消費者。悪いの

は誰だ？ 

 

☆『死ぬまでに見たい！絶景の橋』 (515||シ）  

想像を絶する大自然の橋から未来都市の輝ける橋ま

で、人類が 2千年かけて築いた世界の美しい名作橋を

一挙公開! 

 

『トコトンやさしいドローンの本』  

鈴木真二監修 （538.6||ト）  

近年、技術的発達・普及が著しいドローン。様々なビ

ジネス用途への広がりが期待されています。 

ほかにも“トコトン”シリーズ入りました。 

 

『FUKUSHIMAf×フクシマ×福島』  

郡山総一郎著 （543.5||コ）  

知っていますか？この地と人々の「今」を。 

 

『部屋は自分の心を映す鏡でし

た。』 伊藤勇司著 （597.9||イ）  

汚部屋の原因は、あなたの心のクセ

にあった。 

 

『お家に、帰ろう ： 殺処分ゼロへの願い』 

尾﨑たまき著 （645.6||オ）  

あした、殺されるかもしれない「いのち」。目をそら

さないで、見つめてほしい。 

 

『懐かしい沿線写真で訪ねる京阪電車 ： 街と

駅の 1世紀』 生田誠著 （686.216||イ）  

 

『ニセモノ図鑑』 西谷大編著 （702.1||ニ）  

贋金、偽文書に書画骨董の贋作、人魚のミイラまでニ

セモノから見えてくる日本文化 

『若冲ワンダフルワールド』  

辻惟雄 [ほか] 著 （721.4||イ）  

伊藤若冲生誕 300年、絵が奇なら人生

もまた奇なり。 

 

『北斎の衝撃（和樂ムック）』  （721.8||ホ）  

天才絵師が世界に与えた絶大なる影響とは。 

 

☆『絵はすぐに上手くはならない』  

成冨ミヲリ著 (725||ナ）  

ばくぜんとうまくなりたいと思ってい

ませんか? 絵を学ぶための思考法を教

えます。絵を描くための近道が、ここに

あります! 

 

『消しゴムはんこ＆スタンプアート魔法のテク

ニック』 スタンプカーニバル実行委員会監修 （739||ケ）  

 

『吹部ノート①②』 オザワ部長著 （764.6||オ）  

目指すは吹奏楽の甲子園。青春のすべてはその 12分

間のために。 

 

『大相撲の解剖図鑑』 第三十四代

木村庄之助・伊藤勝治監修 （788.1||オ）  

日本の国技・相撲ってこんなにおもし

ろい。 

 

『怖いくらい通じるカタカナ英語の法則』 

池谷裕二著 （831.1||イ）  

ネイティブも認めた画期的発音術 

 

『あの文豪の素顔がわかる文豪図鑑』   

（910.2||ブ）  

人間味溢れる素顔から代表作のあら

すじと解説までバッチリわかる。 

 

冬休みに借りていたの 

返しましたか？ 


