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よその島

井上 荒野 著

中央公論新社

突然の交通事故で両親を一度に失ってし

まった朗・昭・幸の三兄弟。彼らを助けるべ

く、母方の祖母が家にやってくる。兄弟たち

は、祖母と母の不仲の理由や父の出生の

秘密などを知っていき…。『文蔵』連載に加

筆修正。

M

イノ

三兄弟の僕らは

小路 幸也 著

ＰＨＰ研究所

離島へと移住を決めた芳朗と蕗子、そして

夫妻の友人・野呂。人生の終盤で実現した

共同生活の滑り出しは順調に見えるが、3

人はそれぞれ不穏な秘密を抱えていて…。

長編小説。『読売新聞』連載を単行本化。

M

ショ

女神のサラダ

心身ともに限界を迎えた会社員の沙帆は、

違う環境でやり直したいと群馬の農場に

転職するが…。「夜明けのレタス」をはじめ、

全国各地を舞台に、農業に関わる女性の

想いと悩みを描いた8つの短編集。『小説

宝石』掲載を書籍化。

M

タキ

＜あの絵＞のまえで
A Piece of Your Life   

原田 マハ 著

ゴッホ、ピカソ、セザンヌ、クリムト、東山魁

夷、モネ。人生の脇道に佇む人々が<あの

絵>と出会い、再び歩き出す…。アート小説

の名手による極上の小説集。『小説幻冬』

掲載を単行本化。

福田 和代 著

東京創元社

オリンピック開催間近の東京で、道路を

狙ったテロが発生! 分断される道路、届

かない食料、回収されないゴミ。物流の

プロ、長距離トラックドライバーたちが東

京を救うため立ち上がる! 『ミステリー

ズ!』連載を加筆修正。

M

フク

誘拐屋のエチケット

横関 大 著

講談社

腕利きの誘拐屋・田村は、新人誘拐屋の

根本とコンビを組むことに。お節介な根本

は、自らが誘拐した人物の人生相談に

乗ってしまう。淡々と仕事を全うしたい田

村の抵抗もむなしく、2人は関係のないト

ラブルに巻き込まれ…。

瀧羽 麻子 著

M

ハラ

M

ヨコ

東京ホロウアウト

幻冬舎光文社

いのうえ あれの

たきわ あさこ

よこぜき だい



書名 著者名 出版社

Ｍ アサ 発注いただきました！ 朝井 リョウ 集英社

Ｍ アサ 流人道中記  上・下 浅田  次郎 中央公論新社

Ｍ アラ 絶対猫から動かない 新井 素子 KADOKAWA

Ｍ キシ 罪人の選択 貴志  祐介 文藝春秋

Ｍ クサ 怖い患者 久坂部  羊 集英社

Ｍ コウ 天
てん

稟
ぴん

幸田  真
ま

音
いん

KADOKAWA

Ｍ ササ公安
　こう　あん

狼
おおかみ

笹本  稜平 徳間書店

Ｍ シゲ ひこばえ  上・下 重松  清 朝日新聞出版

Ｍ シュ 鬼棲むところ 朱川  湊人 光文社

Ｍ シン ダーク・ブルー 真保  裕一 講談社

Ｍ チネ 十字架のカルテ 知念  実希人 小学館

Ｍ チハ 透明な夜の香り 千早  茜 集英社

Ｍ ナカ 夜がどれほど暗くても 中山  七里 角川春樹事務所

Ｍ ヌカ できない男 額賀  澪 集英社

Ｍ ヒガ クスノキの番人 東野 圭吾 実業之日本社

Ｍ フジ ピエタとトランジ 藤野  可織 講談社

Ｍ ムラ ＭＩＳＳＩＮＧ 村上 龍 新潮社

Ｍ モロ 嫁ぐ日 諸田 玲子 集英社

Ｍ ユズ 暴虎の牙 柚月  裕子 KADOKAWA

019 人生の１冊の絵本 柳田  邦男
岩波書店
(岩波新書)

019 池上彰と現代の名著を読む 池上  彰 筑摩書房

分類

日
本
の
小
説

総
記



哲
学

186 るるぶ四国八十八カ所２０２０ JTBパブリッシング

210.7 女たちのシベリア抑留 小柳  ちひろ 文藝春秋

222 皇帝たちの中国史 宮脇 淳子 徳間書店

222 草原の制覇 古松  崇志
岩波書店
(岩波新書)

289 ウカ 大地よ！ 宇梶 静江 藤原書店

289 オガ 聞き書緒方貞子回顧録 緒方  貞子∥[述]
岩波書店
(岩波現代文庫)

289 キタ 「無罪」を見抜く 木谷  明
岩波書店
(岩波現代文庫)

290 世界から消えゆく場所 トラビス・エルボラフ
日経ナショナルジオ
グラフィック社

293 もうひとつのモンテレッジォの物語 内田  洋子 方丈社

293 「スペインの最も美しい村」全踏破の旅 吉村  和敏 講談社

295 俺のアラスカ 伊藤  精一 作品社

304 サル化する世界 内田  樹 文藝春秋

312 新しい地政学 北岡 伸一 東洋経済新報社

314 国会をみよう 上西  充子 集英社クリエイティブ

366 10年後に食える仕事食えない仕事 渡邉  正裕 東洋経済新報社

366 科学的な適職 鈴木  祐 クロスメディア・パブリッシング

369.3 3.11を心に刻んで　２０２０ 岩波書店編集部∥編
岩波書店
(岩波ブックレット)

417 算数からはじめて一生使える確率・統計 佐々木  彈
だん

河出書房新社

481 土の中の美しい生き物たち 萩原 康夫∥編著 朝倉書店

493.2 シニアの狭心症・心筋梗塞 上妻  謙∥監修 NHK出版

591 退職金がでない人の老後のお金の話 横山  光昭 興陽館

594 使えるワンポイント刺繡５５０ 日本ヴォーグ社

596 ちゃんと食べてる？親に届ける作りおきおかず 上島 亜紀 ナツメ社

産
業 649 動物の看護師さん 保田 明恵 大月書店

歴
史
・
地
理

社
会
科
学

自
然
科
学

技
術



721 雪舟決定版 島尾 新∥監修 平凡社

779 上方落語ノート  第1集 桂  米朝
岩波書店
(岩波現代文庫)

言
語

801 ぼくは翻訳についてこう考えています 柴田  元幸 アルク

911.3 春夏秋冬を楽しむ俳句歳時記 日下野  由季∥監修 成美堂出版

933 フォ ザ・フォックス フレデリック・フォーサイス KADOKAWA

949 テレ リスからアリへの手紙 トーン・テレヘン 河出書房新社

694 しくじりから学ぶ13歳からのスマホルール 島袋  コウ 旬報社

817 14歳からの読解力教室 犬塚  美輪 笠間書院

Ｍ ヨ ばかみたいって言われてもいいよ  １ 吉田  桃子 講談社

※ この案内は図書館に新しく入ってきた本のうちの主なものをご紹介しています。
　　ご紹介する本が『新刊』でない場合や、新しく入ってきた本でも掲載されていない場合があります。

テ
ィ
ー
ン

文
学

出典：（株）図書館流通センター　　

芸
術

病気も人生 いかがなものか
不調なときのわたしの対処法

群 ようこ

ヴィンス・ヴォーター

病気とは律儀に付き合わない、人間の精

神は肉体に左右される、楽しくないと病気

は治らない、笑いで免疫力も高まる…。不

調なときの対処法を綴った、曽野流健康

論。

なんなのだ、あれは! ファッションから相

撲観戦時のトランプ大統領まで、世間で

起こるあんなこと、日常で見かけるこんな

ことへの「いや」と「違和感」に切り込む

エッセイ集。集英社サイト『よみタイ』連載

を加筆し単行本化。

岩波書店

曽野 綾子

興陽館 集英社

コピーボーイ

大学進学を控え、新聞社でコピーボー

イ(雑用係)として働くヴィクターのもとに、

大切な人の訃報が。故人との約束を果

たすため、ヴィクターはひとりミシシッピ

川の河口を目指し…。「ペーパーボーイ」

の6年後の物語。

ドーナツの歩道橋

升井 純子

ポプラ社

家族のこと、好き? それともきらい? 思い

は毎日くるくるまわる。好きときらいは、

とっても近いところにあるんだね-。新し

い学校と友だち、介護が必要な家族の

こと。高校1年生の麦菜の心ゆれる毎日

をみずみずしく描く。

Ｅ

ソノ

Ｅ

ムレ

Ｆ ヴ

ティーン
ティーン

Ｍ マ


