
　貸出中のものは予約していただけます。インターネットでの予約もできます。
　詳しくはお問い合わせください。

 図書館に新しく入った本をご紹介します。

令和２年７月２０日発行

豊能町立図書館

光風台5-1-2 ℡738-3304

中央公民館図書室

余野26 ℡739-3429

ホームページアドレス http://www.town.toyono.osaka.jp/page/dir003948.html

ＮO．２３８

囚われの山

伊東 潤 著

中央公論新社

美人作家として話題の新人・橋本さなぎの処

女作に衝撃を受けた、小説家の織部妙。だ

が、文学賞のパーティで対面した橋本の完

璧すぎる受け答えに、なぜか幻滅してしまい

…。『小説NON』連載に加筆訂正し単行本化。

M

イト

夜の向こうの蛹（さなぎ）たち

近藤 史恵 著

祥伝社

199人の犠牲者を出した八甲田雪中行軍遭

難事件。120年前の痛ましき大事件に、歴史

雑誌編集者の男が疑問を抱く。すべての鍵

を握るのは、白い闇に消えたひとりの兵士。

男は取り憑かれたように八甲田へ…。長篇ミ

ステリー。

M

コン

黙（しじま）

不浄な首斬人と蔑まれる生業を祖父、父

から継いだ別所龍玄は、武士が切腹する

ときの介添役を依頼されるようになり…。厳

かに命と向き合い、慈愛に満ちた日々を家

族と過ごす、若き介錯人の矜持を描く。

M

ツジ

サキの忘れ物

津村 記久子 著

ある日、千春はアルバイト先の喫茶店で客

が忘れていった一冊の本を手にする。そ

れは千春がはじめて読み通した本となり…。

たやすくない日々に宿る僥倖のような、ま

なざしあたたかな短篇9編を収録。『文藝』

ほか掲載を書籍化。

乃南 アサ 著

講談社

横浜の女学校に学ぶ鈴木カネ。兄の銃

太郎は北海道開拓について考え、渡辺

勝、依田勉三と「晩成社」を興した。女学

校を卒業したカネは渡辺勝と結婚、オベ

リベリとよばれた帯広へ行くことを決意し

…。『群像』連載を改稿。

M

ノナ

黄色い夜

宮内 悠介 著

集英社

エチオピアとの国境付近、砂漠に屹立する

ギャンブラーたちの魔窟。日本人のルイは、

愛する人の安息の地を作るため、奪われ

たものを取り戻すため、この国を乗っ取る

ため、巨大なカジノ・タワーの最上階を目

指し…。

辻堂 魁 著

M

ツム

M

ミヤ

チーム・オベリベリ

新潮社光文社



書名 著者名 出版社

Ｍ アン 夢は捨てたと言わないで 安藤  祐介 中央公論新社

Ｍ イソ 日本
に ほ ん

蒙昧
も う ま い

前史
ぜ ん し

磯崎  憲一郎 文藝春秋

Ｍ ウサ ボニン浄土 宇佐美  まこと 小学館

Ｍ カジ 漣
さざなみ

のゆくえ 梶  よう子 徳間書店

Ｍ キヨ 《世界》がここを忘れても 清末
きよすえ

 愛
あい

砂
さ

寿郎社

Ｍ コン 黙示 今野  敏 双葉社

Ｍ ショ イエロー・サブマリン 小路  幸也 集英社

Ｍ ドウ ホーム 堂場  瞬一 集英社

Ｍ ナカ 合唱 中山  七里 宝島社

Ｍ ナガ つながりません 長岡  弘樹 角川春樹事務所

Ｍ ハタ あしたの華姫 畠中  恵 KADOKAWA

Ｍ ヤマ 小鳥、来る 山下 澄人 中央公論新社

016 公共図書館が消滅する日 薬師院 仁志 牧野出版

019 ソロモン諸島でビブリオバトル 益井 博史 子どもの未来社

116 マンガでわかる！自分の頭で考えるための思考実験 北村  良子 河出書房新社

159 還暦からの底力 出口 治明 講談社

210.4 水軍と海賊の戦国史 小川 雄 平凡社

289 コイ 女帝小池百合子 石井 妙子 文藝春秋

301 リスクの正体 神里
かみさと

  達
たつ

博
ひろ 岩波書店

(岩波新書)

304 ジム・ロジャーズ大予測 ジム・ロジャーズ 東洋経済新報社

312 漫画でわかった! 習近平と中国 石
せき

 平
へい

かや書房

320 おとめ六法 上谷 さくら KADOKAWA

331 絶望を希望に変える経済学 アビジット・Ｖ・バナジー 日経BP日本経済新聞出版本部

367.6 ひきこもりのライフストーリー 保坂 渉 彩流社

分類

日
本
の
小
説

総
記

哲
学

歴
史

社
会



404 感染症、ＡＩ新時代を生き抜く科学知識の身につけ方 竹内 薫 徳間書店

450 怖くて眠れなくなる地学 左巻 健男∥編 PHPエディターズ・グループ

467 生物の進化大事典 スティーヴ・パーカー∥編 三省堂

486 昆虫の図鑑採集と標本の作り方 福田 晴夫 南方新社

493.8 感染症対人類の世界史 池上 彰・増田 ユリヤ ポプラ社

498.6 新型コロナウイルス 脅威を制する正しい知識 水谷 哲也 東京化学同人

499 世界薬用植物図鑑 モニク・シモンズ 原書房

517 洪水と水害をとらえなおす 大熊 孝 農文協プロダクション

533 トコトンやさしい冷凍空調技術の本 日本冷凍空調学会∥編 日刊工業新聞社

547 Ｚｏｏｍはじめました 秋田 稲美 WAVE出版

593 ナチュラルおせんたく大全 本橋 ひろえ 主婦の友社

596 からだが整う発酵おつまみ 真藤
しんどう

 舞衣子 立東舎

596.0 お肴春秋 辰巳 芳子 岩波書店

597 ウイルス・カビ毒から身を守る！ 松本 忠男∥監修 扶桑社

599 小児科医が伝える
オンリーワンの花を咲かせる子育て 松永 正訓

ただし

文藝春秋

673 メルカリ初心者からはじめて月５万円を稼ぐ方法 泉澤 義明 ぱる出版

694 スマホの「わからない！」をぜんぶ解決する本 宝島社

706 あいちトリエンナーレ「展示中止」事件 岡本 有佳　・  アライ ヒロユキ∥編 岩波書店

763 はじめよう！ミュージックベル 竹内 圭子∥編 自由現代社

910 スガ 霧の彼方須賀敦子 若松 英輔 集英社

910 ナツ 漱石と鉄道 牧村 健一郎 朝日新聞出版

916 コン 工学部ヒラノ教授の徘徊老人日記 今野  浩 青土社

933 ハデ 影を呑んだ少女 フランシス・ハーディング 東京創元社

933 ムア 果てしなき輝きの果てに リズ・ムーア 早川書房

963 デリ そよ吹く南風にまどろむ ミゲル・デリーベス 彩流社

技
術

産
業

芸
術

文
学

自
然
科
学

技
術



１０代から考える生き方選び 竹信
たけのぶ

  三恵子
岩波書店
(岩波ジュニア新書)

「さみしさ」の力 榎本 博明
筑摩書房
（ちくまプリマー新書）

旅が好きだ！ 河出書房新社∥編 河出書房新社

611 捨てられる食べものたち 井出  留美 旬報社

※ 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。
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出典：（株）図書館流通センター　　
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29

無限の中心で

池谷 裕二 文

数学オリンピックに挑戦する数学研究部を

取材することになった、文系少女のとわ。

部室では3人の部員が1枚のプリントを前

にして興奮していた。なんでも、数学の難

問を置いておくと誰かが解答した状態に

なっているといい…。

いじめがなくならないのはなぜ? 心って人

間のどこにあるの? 256名の小学生から寄

せられた「なぜ?」「どうして?」に、脳研究の

第一人者と人気絵本作家が“科学”と

“ユーモア”で向き合う。

まはら 三桃 著

講談社 NHK出版

大学進学を控え、新聞社でコピーボーイ

Ｍ マ ４９

ﾃｲｰﾝ ﾃｲｰﾝ

パリの砂漠、東京の蜃気楼 旅のつばくろ

沢木 耕太郎 著

内田 洋子 著

1歳と4歳の娘と始めたパリでの母子生活。

死の影から逃れるための突然の帰国。夫

との断絶の中、混迷する東京の日々…。孤

独と苦悩を綴った2年間の軌跡。WEBサイ

ト『Bunkamura』『HB』掲載を単行本化。

思い起こせば私が初めて1人だけの大旅

行をしたのが16歳のときの東北一周旅行

だった…。世界を巡ってきた著者が、あの

頃のように日本を気ままに歩いて綴った

旅エッセイ。JR東日本車内誌『トランヴェー

ル』連載を単行本化。

小学館

金原 ひとみ 著

ホーム社 新潮社

サルデーニャの蜜蜂

古代ローマから続く養蜂家一族を描く表

題作、ルネサンス時代から続く港町でペ

ストの時代の感染との戦いに思いを馳

せる「リヴォルノの幻」など、イタリアの日

常に潜む美しいものを描く15編。『本の

窓』連載を単行本化。

身のまわりのものでできる

手作りマスク

寺西 恵里子 著

日東書院本社

Tシャツマスク、立体マスク、かわいい動

物マスク、ニットマスク…。BABY〜LLサイ

ズのさまざまなマスクの作り方を、写真

やイラストでわかりやすく解説します。マ

スクカバー、マスクケースも紹介。実物

大型紙付き。
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Ｅ
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モヤモヤそうだんクリニック


