
　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８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．２３９

文 身

岩井 圭也 著

祥伝社

とある北の国。猛吹雪の夜、図書館に1人の

少年が取り残された。そこに突然現れた謎

の男は少年を救い、大切なことを伝え始めた

-。時とたたかい、時に翻弄される者たちを描

く全6編。『小説宝石』ほか掲載を書籍化。

M

イワ

図書館の子

佐々木 譲 著

光文社

己の破滅的な生き様を文学に昇華させ、最

後の文士と呼ばれた男の死。遺稿に綴られ

ていたのは、自殺したはずの実弟との奇妙

な共謀関係だった…。虚実茫漠たる無頼作

家の苦悩を描いた、書き下ろし長編小説。

M

ササ

やわらかい砂のうえ

世の中の「あたりまえ」につまずいてばか

りいた万智子。でも、自分のままでいたい

と願うことで世界は変わってゆき…。人生

がいとおしくなる恋愛小説。『小説NON』

連載を加筆し単行本化。

M

テラ

君に読ませたい

ミステリがあるんだ

東川 篤哉 著

鯉ケ窪学園高等部「第二文芸部」の部室

に迷いこんだ僕。美人部長・水崎アンナは、

自作のミステリ短編集を強引に僕に読ま

せるのだが…。『月刊ジェイ・ノベル』『web

ジェイ・ノベル』掲載をまとめて書籍化。

藤野 可織 著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

地球爆発後の近未来。おっさんだったと

いう記憶を持つ「あたし」の親友は、「あた

し」が前世で殴り殺した妻だった-。これは

私たちのすぐそばにいる誰かの物語。芥

川賞作家がエールとともに贈る20の寓話。

M

フジ

せきれいの詩

村木 嵐（らん）著

幻冬舎

開国に揺れる幕末の江戸。成瀬家の姫・

澪は、徳川慶勝に忠実に仕える幼馴染み

の陸ノ介のもとに押しかけ、妻になった。

現代の時代の礎となる激動の時代、翻弄

されながらも愛と信義を貫く夫婦の姿を繊

細に活写した時代小説。

寺地 はるな 著

M

ヒガ

M

ムラ

来世の記憶

実業之日本社祥伝社



書名 著者名 出版社

Ｍ アオ 凪に溺れる 青
あお

羽
ば

  悠
ゆう

ＰＨＰ研究所

Ｍ アサ 風を結う あさの あつこ 実業之日本社

Ｍ イノ そこにはいない男たちについて 井上 荒野
あれの

角川春樹事務所

Ｍ ウエ 陽
ひ

眠る 上田 秀人 角川春樹事務所

Ｍ ササ 希望の峰マカルー西壁 笹本 稜平 祥伝社

Ｍ シバ 百年と一日 柴崎 友香 筑摩書房

Ｍ ナカ 毒島
ぶすじま

刑事最後の事件 中山 七里 幻冬舎

Ｍ ホン オールドタイムズ 本城 雅人 講談社

Ｍ マミ 捨て猫のプリンアラモード 麻宮 ゆり子 角川春樹事務所

Ｍ モリ 四畳半タイムマシンブルース
上田  誠∥原案
森見  登美彦∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

Ｍ ヤマ 俺の残機を投下します 山田 悠介 河出書房新社

Ｍ ユメ 大江戸火
か

龍
りゅう

改
あらため

夢枕 獏 講談社

総
記 023 古くてあたらしい仕事 島田 潤一郎 新潮社

159 「ねばならない」を捨てて生きる 矢作 直樹 幻冬舎

159 巣立っていく君へ母から息子への５０の手紙 若松 亜紀 青春出版社

210.1 景観からよむ日本の歴史 金田  章裕
岩波書店
(岩波新書)

210.4 関ケ原大乱、本当の勝者 白峰 旬∥編著 朝日新聞出版

291 全国キャンプ場ガイドブック２０２０－２０２１ Ｃａｍｐ Ｇｏｏｄｓ Ｍａｇａｚｉｎｅ∥責任編集 CLASSIX

分類

日
本
の
小
説

哲
学

歴
史

物語の海を泳いで

角田 光代 著

小学館

角田光代の本をめぐるエッセイ集。少女時代

に読んだ本から、漫画、小説、エッセイ、ノン

フィクションまで、心に残るあの本この本を熱

烈に紹介する。著者の多彩な読書遍歴を存

分に味わえる、とびきりの読書案内。

０１９

うしろすがたが教えてくれた

清水 玲子 著

かもがわ出版

子どもが個性を伸ばせる環境としての保

育園・保育士とは。おとなと子どもを結ぶ

信頼感が育つ場としての「保育」とは。実

践の記録をとおして、読者といっしょに考

える。『福祉のひろば』連載を加筆し書籍

化。

３７６.１



304 日本人よ強
したた

かになれ 高山 正之 ワック

319 明子のピアノ 中村 真人
岩波書店
(岩波ブックレット)

324 相続税を考慮した遺言書作成マニュアル 坪多 聡美 ほか∥共著 日本法令

365 素敵な人の終の棲家 宝島社

379.9 この子はこの子のままでいいと思える本 佐々木 正美 主婦の友社

410 とてつもない数学 永野 裕之 ダイヤモンド社

452 見えない絶景 藤岡 換太郎 講談社

471 タネはどこからきたか？
鷲谷  いづみ∥文
埴 沙萠∥写真 山と溪谷社

490.9 あなたにぴったりの漢方薬絵ずかん 小林 香里∥監修 学研プラス

492.7 不調にすぐ効く顔つぼストレッチ 鈴木 康玄 産業編集センター

493.3 こんなに怖い図解睡眠時無呼吸症候群 白濱 龍太郎∥監修 日東書院本社

498.5 ゆる薬膳。３６５日 池田 陽子 JTBパブリッシング

498.5 2020 簡単!免疫力アップドリンク 枻出版社

498.6 2020 コロナ後の世界を生きる 村上  陽一郎∥編
岩波書店
(岩波新書)

547 ＹｏｕＴｕｂｅ完全マニュアル 桑名 由美 秀和システム

547 Ｚｏｏｍ１２０％活用術 Zoomビジネス研究会 宝島社

596 家庭料理の手ほどき帖 本谷 惠津子 婦人之友社

599 食べない子が変わる魔法の言葉 山口 健太 辰巳出版

技
術

社
会

自
然

鈴木 純 文・写真

雷鳥社

美しく奇妙で驚きの形、多種多様な受粉

方法…。植物観察家が、まちの植物にず

んずん近づいて、個性的な見た目や生

き方などを、豊富な写真で一緒に観察し

ているように紹介します。Q&A、おすすめ

本も収録。

「考えた人すごいわ」を

考えたすごい人

岸本 拓也 著

ＣＣＣメディアハウス

大人気の高級食パン専門店「考えた人す

ごいわ」をはじめ、話題の行列店を次々に

オープンさせる謎の男・岸本拓也。その

マーケティング術からブランディング術、プ

ロモーション術まで、ビジネスの秘密を公

開する。

590 720

５８８４７０

まちの植物のせかい

そんなふうに生きていたのね



612 日本が食われる 松岡 久蔵 彩図社

617 あした、ハーブを植えよう 山本 真理 光村推古書院

673 高齢者・障害者へのマナーがわかる本 亀井 亜希子 セルバ出版

702 ストリートの美術 大山 エンリコイサム 講談社

708 みんなのアマビエ 扶桑社

744 人生を１冊でふりかえる手作りアルバム 藤井 千代江 青春出版社

780 負けない筋トレ 城 アラキ ブックマン社

言
語 811 大人の脳トレ！チコちゃんの漢字クイズ

ＮＨＫ「チコちゃんに叱られる！」
制作班∥監修 宝島社

911.5 タニ ベージュ 谷川 俊太郎 新潮社

933 ミル ホーム・ラン スティーヴン・ミルハウザー 白水社

933 ルカ スパイはいまも謀略の地に ジョン・ル・カレ 早川書房

失敗図鑑 大野 正人 文響社

動物たちのハローワーク 新宅 広二 辰巳出版

しつないあそびの絵本 ＷＩＬＬこども知育研究所∥編  著 金の星社

１４歳の教室 どう読みどう生きるか 若松 英輔 NHK出版

379.7 ぼくの「自学ノート」 梅田 明日佳 小学館

Ｍ フジ 跳べ、暁！ 藤岡 陽子 ポプラ社

※ 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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業
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ィ
ー
ン

芸
術
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出典：（株）図書館流通センター　　
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本好きの下剋上
司書になるためには手段を 選んでいられません

第一部 兵士の娘

ホリー・ゴールドバーグ・スローン 作

本が大好きな女子大生が、病気がちな5

歳の女の子、マインとして生まれ変わった

のは、書物がほとんど存在しない世界。い

くら読みたくても高価で手に入らない。そこ

でマインはある決意をし…。『小説家になろ

う』掲載を書籍化。

知らない人から「そっちのお父さんは、うち

のお父さんと付き合ってるんだよ」という

メールが届き…。ゲイのお父さんを持つ2

人の少女は? 2人のお父さんは結ばれる? 

ロサンゼルスとニューヨークをつなぐSNS

小説。

香月 美夜 著

TOブックス
小学館

大学進学を控え、新聞社でコピーボーイ

M

カズ

Ｆ ス

ﾃｲｰﾝ ﾃｲｰﾝ

夜フクロウとドッグフィッシュ


