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類 Louis

朝井 まかて 著

集英社

東京都江東区内の営業所に配属された新

卒のタクシードライバー・高間夏子、23歳。個

性あふれる先輩や同期、そして家族に励ま

されながら、仕事に、恋に、全力で走り回る

姿を温かく爽快な筆致で描きだす。

M

アサ

タクジョ！

小野寺 史宜 著

実業之日本社

何不自由なく暮らした少年時代、父の死とい

う大きな喪失を抱えパリへ遊学した青年時

代、戦後の困窮から心機一転、書店を開き

文筆家の道へ-。森鷗外の末子、森類の愛と

苦悩に満ちた生涯を描く。『小説すばる』掲

載に加筆修正。

M

オノ

雪月花

謎解き私小説

乱歩に三島、芥川…。本を読んではス

パークする作家魂。花野を歩く心地にて、

さらなる謎を探り行き-。読む愉しみを分か

ち合い、時空をめぐる日常の冒険を綴っ

た、初の私小説。『波』掲載をまとめて単

行本化。

M

キタ

償いの流儀

神護 かずみ 著

西澤奈美が親しみを寄せるタバコ屋のお

ばちゃんがオレオレ詐欺に遭った。仇を取

ろうと証拠をつかんだ詐欺集団を匿名で警

察に通報するが、逮捕を逃れた残党に復

讐の標的にされる。背後の組織を摑めな

い奈美の窮余の一策とは…。

遠田 潤子 著

光文社

アイドルグループの一員として14歳でデ

ビューした堀尾葉介は、22歳のときに演

技の勉強のためにアイドルの座を捨てる。

地道に努力を続け、実力派の俳優と評価

されているが…。『小説宝石』掲載をまと

めて単行本化。

M

トオ

純喫茶パオーン

椰月 美智子 著

角川春樹事務所

創業約50年の「純喫茶パオーン」。その店

主の孫である「ぼく」が、小学5年・中学1

年・大学1年の頃にそれぞれ出会った不思

議な事件と温かな日々を描く。表題作のほ

か、『静岡新聞』掲載作品や書き下ろしを

加えて書籍化。

北村 薫 著

M

ジン

M

ヤズ

雨の中の涙のように

講談社新潮社



書名 著者名 出版社

Ｍ アサ ハリネズミは月を見上げる あさの あつこ 新潮社

Ｍ アシ 僕の神さま 芦沢 央
よう

KADOKAWA

Ｍ オク 死神の棋譜 奥泉
おくいずみ

 光 新潮社

Ｍ オン スキマワラシ 恩田 陸 集英社

Ｍ カネ ｆｉｓｈｙ（フィッシー） 金原 ひとみ 朝日新聞出版

Ｍ カノ 二百十番館にようこそ 加納 朋子 文藝春秋

Ｍ サイ 心淋し川
　　うらさび　　　　がわ

西條 奈加 集英社

Ｍ ササ 降るがいい 佐々木 譲 河出書房新社

Ｍ テラ 彼女が天使でなくなる日 寺地 はるな 角川春樹事務所

Ｍ ナカ かきあげ家族 中島 たい子 光文社

Ｍ ハラ 口福のレシピ 原田 ひ香 小学館

Ｍ ホン もう、聞こえない 誉田 哲也 幻冬舎

総
記 019 旅をする本 丸山 晃 ラグーナ出版

147 ヤバい生き霊 シークエンスはやとも 光文社

147 おかあさん、お空のセカイのはなしをしてあげる！ 竹内  文香 飛鳥新社

210.3 地図でスッと頭に入る古事記と日本書紀 瀧
たき

音
おと

 能
よし

之
ゆき

∥監修 昭文社

210.5 江戸人の教養 塩村 耕 水曜社

289 フク 黒い雨に撃たれて  上・下 パメラ・ロトナー・サカモト 慶應義塾大学出版会

分類

日
本
の
小
説

哲
学

歴
史

ドタバタ関ケ原

長谷川 ヨシテル 著

柏書房

本戦に大遅刻の徳川秀忠、グチばっかりの

石田三成、作られた“裏切り者”小早川秀秋…。

関ケ原の戦いをめぐる戦国武将たちのドタバ

タ劇を、著者が独断と偏見で査定したパラ

メーターとともに紹介する。

２８１

最新日本の極上絶景・秘境

心に刻んでおきたい日本の原風景セレクション

笠倉出版社

時間によってまったく別の表情を見せる

積丹半島、生命の息吹が感じられる神

秘の島・屋久島、夏でも溶けることのな

い果てしなく続く万年雪の道・白馬大雪

渓…。心に刻んでおきたい日本の原風景

を紹介する。

２９１



319 日本復喝！ 佐々木 類 ハート出版

345 図解わかる税金（2020-2021） 芥川  靖彦 新星出版社

367.4 別れてもふたりで子育て しばはし 聡子 マガジンランド

369.3 備えいらずの防災レシピ 飯田 和子 東京法令出版

375 子どもが世界に触れる瞬間(とき) 笠 雷太 東洋館出版社

404 ぶっ飛び！科学教室 ヘレン・アーニー 化学同人

410 公式より大切な「数学」の話をしよう ステファン・ボイスマン NHK出版

450 宮沢賢治の地学読本
宮沢 賢治∥作
柴山 元彦∥編[著] 創元社

490.1 2020 コロナ時代を生きるヒント 鎌田 實 潮出版

491.6 2020 がんにならないシンプルな習慣 佐藤  典宏 青春出版社

492.7 2020 手・足・頭のツボ地図大全 五十嵐  康彦 河出書房新社

493.6 2020 「腰が痛い」と思ったらとにかく読む本 福谷 直人∥共著 日経BP

498.1 2020 聖路加病院 生と死の現場 早瀬 圭一
岩波書店
(岩波現代文庫)

498.5 2020 体が整う水曜日の漢方 工藤 孝文 大和書房

520 東京　TOKYO 隈 研吾 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

531 図面って、どない読むねん！  ＬＥＶＥＬ００ 山田 学 日刊工業新聞社

547 できるＭｉｃｒｏｓｏｆｔ ３６５ インサイトイメージ インプレス

597 なんでも自分で修理する本 片桐  雅量
まさかず

宝島社

技
術

社
会

自
然

鹿目 将至 著

双葉社

ふわふわに癒されてみる、買い出しつい

でに歩く、「鼻歌」の意外な実力、反省す

る暇があったら次に行く…。人恋しさも孤

独も両方大事にして、どちらも楽しめるよ

うになる39の超簡単テクニックを紹介し

ます。

キウイのスイーツレシピ
こんなの初めて！一冊まるごとキウイレシピ４８

加藤 里名 著

マイナビ出版

キウイフルーツはそのまま食べるだけでな

く、加工の仕方が無限大。干しても、煮て

も、焼いても、おいしさを引き出せる。ケー

キの飾りの一つではなく、キウイフルーツ

が主役となるような爽やかなスイーツのレ

シピを紹介。

590 720

５９６．６４９８．３

２０２０

1日誰とも話さなくても大丈夫
精神科医がやっている

猫みたいに楽に生きる５つのステップ

かのめ まさゆき



産
業 617 ぼくは６歳、紅茶プランテーションで生まれて。 栗原 俊輔 合同出版

754 大人かわいい折り紙ギフト＆ペーパー雑貨 日本ペーパーアート協会 ブティック社

763 ピアノで奏でるやさしいクラシック 自由現代社編集部∥編著 自由現代社(発売)

767 都道府県別ご当地ソング大百科 合田 道人 全音楽譜出版社

780 いちばんやさしい自宅トレＢＯＯＫ 中野 ジェームズ修一 宝島社

783 ラグビー日本代表ＯＮＥ  ＴＥＡＭの軌跡 藤井 雄一郎 ほか 講談社

791 水指
みずさし

淡交社

言
語 816 独学文章術　名文をまねて上達する 礫川 全次 日本実業出版社

910 ヤマ 京都に女王と呼ばれた作家がいた 花房
はなぶさ

 観音
かんのん

西日本出版社

916 ヤマ 「がんになって良かった」と言いたい 山口 雄也 徳間書店

933 ウィ アウグストゥス ジョン・ウィリアムズ 作品社

933 シャ レイラの最後の１０分３８秒 エリフ・シャファク 早川書房

933 ホク 騎士の掟 イーサン・ホーク パンローリング

953 アミ 内なるゲットー サンティアゴ・Ｈ・アミゴレナ 河出書房新社

１０代の「めんどい」が楽になる本 内田 和俊 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

Ｍ コ ハジメテヒラク こまつ あやこ 講談社

Ｍ モ 魔女と花火と１００万円 望月 雪絵 講談社

出典：（株）図書館流通センター　　

１５

芸
術

文
学

※ 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

色のない世界で、君と

にかいどう 青 著

世界がすべてモノクロに見える「モノクロー

ム症候群」の少女・柑奈は転校先でも馴

染めずにいた。だがある男の子と出会い、

世界は色づきはじめて…。切なくも、一歩

踏み出す勇気がつまった、青春オムニバ

ス。

「ひらめいた! おまえ、漫才の台本書けよ」

学校で不動の人気を誇るレオがいじめら

れている藍上とコンビで漫才をする。これ

で全て解決、のはずだったのに…。学校と

いう閉じた特別な空気を描く、切なくさわ

やかなYA小説。

榊 あおい 著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
講談社

大学進学を控え、新聞社でコピーボーイ

M

サカ

M ニ

ﾃｲｰﾝ ﾃｲｰﾝ

スベらない同盟


