らい★ぶらり

新着案内
～

本のほんのいちぶ

大阪信愛学院図書館

～



Ｎｏ．３６３（２０２０．１０．２６．発行）



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。

ここで紹介できるのは、入ってきた中の
ほんの一部です。ほかに入ってきた本も
見に来てくださいね!

『「山奥ニート」やってます。』
石井あらた著

（916||イシ）

光文社

「なるべく働かずに生きていく」を実
現したニートがつづる 5 年目の記録

『江戸のおんな大工』

☆ 小説類（３階） ☆

泉ゆたか著

（913.6||イズ）

KADOKAWA

お江戸の住宅問題、解決します。

『赤ずきん、旅の途中で
死体と出会う。』 青柳碧人著
（913.6||アオ）

『スキマワラシ』
恩田陸著 （913.6||オン）

双葉社

集英社

次から次へと起きる事件を赤ずきん

今どきの座敷童子は、日本家屋じゃ

がスッキリ解決。

なくビルに棲んでいるらしい。

『首里の馬』
『類』

朝井まかて著 （913.6||アサ）

高山羽根子著

集英社

でも、そう思い込まずにまずは 1 冊、手に取ってみてください。
絵本でも、写真集でも、小説でも、なんでもいいんです。
気に入らなかったら、最後まで読まなくてもいい。
意外にハマれる本やお気に入りの 1 冊に出会えるかもしれません。
図書館の本なら気軽にお試し読みできますよ！

新潮社

鴎外の子であることの幸福。鴎外の子であることの

この島のできる限りすべての情報を守りたい。いつ

不幸。

か全世界の真実と接続するように。

読書の秋、到来です。
本を読むのが面倒くさい、苦手なんだなー、そういう人も多いと思います。

（913.6||タカ）

『楽園の烏』

『なぜ、生きているのかと
考えてみるのが今かもしれない』

阿部智里著

（913.6||アベ）

文藝春秋

辻仁成著

大戦から 20 年後の山内。八咫烏シリ

あさ出版

新型コロナの流行後、パリの絵が変わった。

ーズ、衝撃の新章スタート

☆『僕のヒーローアカデミア 祝：雄英地下迷宮』

『半沢直樹 アルルカンと道化師』
池井戸潤著 （913.6||イケ）

（914.6||ツジ）

講談社

堀越耕平, 誉司アンリ著 （913.6||ホリ）

集英社

探偵半沢、絵画の謎に挑む。

『たちどまって考える』
『獣たちのコロシアム（池袋ウエストゲートパー
ク⑯）』 石田衣良著 （913.6||イシ） 文藝春秋

ヤマザキマリ著

（914.6||ヤマ）
中央公論新社

私たちには「たちどまる」ことが必要

11 月 14 日（土） まもなく購入希望の受付締め切りです！

だったのかもしれない。

『なぜか突然、中学受験。』

『さかのぼり現代史』

☆ 文庫（３階） ☆

長谷川敦著 （209.75||ハ）

朝日新聞出版

細川貂々著

『僕たちに似合う世界』

（376.8||ホ）

創元社

『少女たちがみつめた長崎』

異動しました』 朱野帰子著/文藝春秋

渡辺考著

『京都寺町三条のホームズ⑮』

『「未病」図鑑』

（210.75||ワ）

書肆侃侃房

渡辺賢治著 （498. 3||ワ）
ディスカヴァー・トゥエンティワン

暗闇を照らす生き方論

『ジュニアアスリートのスポーツ栄養』

なんとなく不調を自分で治す

日記が、いま、女子高生たちの心をゆさぶる。世代

井原瑞貴著 （780.19||イ）

『1 日誰とも話さなくても大丈夫』

を超えた少女たちの交流の記録。

☆ 小説類以外（３・４・５階） ☆

『世界は女性が変えてきた』
ケイト・ホッジス著

☆『白と黒のとびら :
オートマトンと形式言語をめぐる冒険』

入りした平凡な少年の物語です。彼は魔法使いにな
るための勉強をしていく中で、奇妙な「遺跡」と奇
妙な「言語」に出会い、それらに隠された秘密に迫
っていきます。

双葉社

『高校バレーは頭脳が 9 割』

（280.4||ホ）

『やっぱり、このゴミは収集できません』

東京書籍
夢をつないだ 84 人の勇者たち

田中夕子著 （783.2||タ）日経文化出版

滝沢秀一著 （518.54||タ） 白夜書房
滝沢秀一原作・構成 ; 滝沢友紀まんが （518.54||タ）

『障がい者だからってバカにしてんじゃないよ！』
大森貴子著 （289.1||オ）

第 2 級障がいのある著者が、笑いとともに人生を赤

（523.163||サ）

青幻舎

河出書房新社

全封鎖され、日々空爆される・・・それでも、人々

文字に色が見える共感覚のはなし

『すべての女子はメンヘラである』
スイスイ著 （159.6||ス）
でついてきてね。

MARO 著（190||マ）

ダイヤモンド社

めっちゃ身近で、めっちゃ謎

高山わたる著（829.1||タ）

『メルカリ売り方の教科書』（673.36||メ） 宝島社

KADOKAWA
笑って韓国語マスター

『高校生にも読んでほしい
平和のための安全保障の授業』
佐藤正久著 （319.8||サ）

ワニブックス

日本は本当に平和なのか？

柏耕一著

（673.9||カ）
フォレスト出版

交通誘導員の実態を悲哀と笑いで描き出

☆ 絵本（３階） ☆

す

『ねぇ、ママ？僕のお願い！』
『フェイクニュースがあふれる世界に生きる
君たちへ』 森達也著 （361.45||モ）
ミツイパブリッシング

『「鬼滅の刃」の折れない心をつくる言葉』
藤寺郁光著 （726.1||フ）
の刃』が教えてくれた

つんく♂詩 : なかがわみさこ絵

/

『ぼくはレモネードやさん』
えいしましろう文・絵

/

生活の医療

『よみがえった奇跡の紅型』
中川なをみ著 （753.8||ナ）

『10 年後に食える仕事食えない仕事』
渡邉正裕著 （366.2||ワ）
AI、ロボット化で変わる職のカタチ

東洋経済新報社

あすなろ書房

双葉社

あさ出版

自信・覚悟・絆、人生で大事なことはすべて『鬼滅

そのニュース、疑わなくてもいいで
すか。

『上馬キリスト教会ツイッター部の
キリスト教って、何なんだ？』

中央公論新社

『交通誘導員ヨレヨレ日記』

飛鳥新社

あなたの苦悩の闇、晴らしてみせる。信じて最後ま

加藤一ニ三，渡辺明著 （796||カ）
これが天才たちの頭の中だ。

『ぷに韓』

黒人たちの叛乱は何を問うのか

は「本」を糧に絶望的な状況を生き抜いた。

『天才の考え方 : 藤井聡太とは何者か？』

ます。

（316.853||ヴ、4 階人権）

頭や心にだって栄養が必要なんだ。政府軍により完

学研プラス

『発掘 the OSAKA』
酒井一光著

『ブラック・ライヴズ・マター』

マイク・トムソン著 （016.29||ト） 文溪堂

ヒロシ著 （786.3||ヒ）
自分で見つけるキャンプの流儀

裸々に綴るフォトエッセイ

『戦場の秘密図書館』

『ヒロシのソロキャンプ』

講談社

幻冬舎

い建築史家が再発見。大阪信愛本館も掲載されてい

飛鳥新社

栄光に近道なし。

『ゴミ清掃員の日常 ミライ編』

大阪人も知らない大阪建築の魅力を、大阪人ではな

『１は赤い。そして世界は緑と青で
できている。』 望月菜南子著

に匹敵する。

おこもり生活の不安やプチ鬱がスーッと軽くなる

東京大学出版会

この本に書かれているのは、偉大な魔法使いに弟子

文芸社

正しいスポーツ栄養の知識は、適切なトレーニング

鹿目将至著 （498.39||カ）

（141.26||モ）

KADOKAWA

波乱万丈の大人気シンガーソングライターが語る、

体重 34 キロ・青春が全部戦争。兵器工場に動員され
ていた女生徒たちを原子爆弾が襲った。彼女たちの

望月麻衣著/双葉社

(007.1||カ）

（767.8||イ）

いじめ、突然の一家離散、幼いころからの夢・・・

『科学オタがマイナスイオンの部署に

川添愛著

伊東歌詞太郎著

ＤＶＤもいくつか新しく入ってきました。

琉球の「紅型」に魅せられた芸術家

何が入ってきたかは見に来てください！！

による奇跡の復活と再興を描いたノ

貸出できませんので、館内の研究室で

ンフィクション

視聴してください。（研究室は申込制）

