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えにし屋春秋

あさの あつこ 著

角川春樹事務所

オバァの願いは花城三姉妹の誰かに、米軍

基地内にある海神の墓を守って欲しいという

こと。墓守は嫌だと拒否した三人だったが、

20年後、それぞれの立場で海神の謎を追う

ことに…。『読売新聞オンライン』連載を加筆・

修正。

M

アサ

海神（わだつみ）の島

池上 永一 著

中央公論新社

浅草の油屋、利根屋の娘・お玉と、本所随

一の大店の主人の見合いの前日、お玉は

置手紙を残していなくなってしまう。利根屋

の命運を賭けて、奉公人・おまいが身代わり

となるが…。『ランティエ』連載を単行本化。

M

イケ

ワトソン力（りょく）

警視庁捜査一課に所属する平凡な刑事、

和戸宋志。難事件は居合わせた人々が

真相を解き明かすが、それは和戸の特殊

能力のおかげで…。本格ミステリ短編集。

『宝石ザミステリー』『ジャーロ』掲載に書

下ろしを加え単行本化。

M

オオ

わたしが消える

佐野 広実 著

軽度認知障碍を宣告された元刑事の藤巻。

刻一刻と現れる症状と闘いながら、身元不

明の認知症患者の謎に迫っていく。残され

た時間で、自分に何ができるのか-。人間

の哀切極まる社会派ミステリー。

瀧羽 麻子 著

祥伝社

転職エージェントで働く香澄は40歳を迎

えたばかり。ブラック企業脱出、上司への

不満、夫の転勤…。転職の相談に乗るう

ち、やがて自分自身の人生にも思いを巡

らせ…。WEBマガジン『コフレ』連載を書籍

化。

M

タキ

始まりの木

夏川 草介 著

小学館

旅の準備をしたまえ。これからは民俗学の

出番だ-。長野、京都などを舞台に、生きる

こと、学ぶことの意味を問う、木と森と、空

と大地と、ヒトの心の物語。全5編収録。

『STORY BOX』掲載に書き下ろしを加えて書

籍化。

大山 誠一郎 著

M

サノ

M

ナツ

あなたのご希望の条件は

講談社光文社



書名 著者名 出版社

Ｍ アシ 汚れた手をそこで拭かない 芦沢 央
よう

文藝春秋

Ｍ イト もっこすの城 伊東 潤 KADOKAWA

Ｍ キシ 我々は、みな孤独である 貴志 祐介 角川春樹事務所

Ｍ クボ 私は女になりたい 窪 美澄
みすみ

講談社

Ｍ コセ 君はるか 古関 正裕 集英社インターナショナル

Ｍ シモ 同姓同名 下村 敦史 幻冬舎

Ｍ チバ 震
しん

雷
らい

の人 千葉 ともこ 文藝春秋

Ｍ ツネ 真夜中のたずねびと 恒川 光太郎 新潮社

Ｍ ヌカ 沖晴くんの涙を殺して 額
ぬか

賀
が

 澪
みお

双葉社

Ｍ フジ 数学者の夏 藤本 ひとみ 講談社

Ｍ ヤマ 自転しながら公転する 山本 文緒 新潮社

Ｍ ヤマ シグナル 山田 宗樹 KADOKAWA

総
記 019 本を読めなくなった人のための読書論 若松 英輔 亜紀書房

126 インド式壁の乗りこえ方 栃久保  奈々 自由国民社

159 六十代と七十代心と体の整え方 和田 秀樹 バジリコ

209 「宗教」で読み解く世界史 宇山 卓栄 日本実業出版社

234 ドイツ統一 アンドレアス・レダー
岩波書店
(岩波新書)

289 リ 李登輝 いま本当に伝えたいこと 早川 友久 ビジネス社

分類

日
本
の
小
説

哲
学

歴
史

パン屋ではおにぎりを売れ

柿内 尚文 著

かんき出版

考えるという行為には、とんでもない突破力

がある。考えを広げる方法・深める方法や、

頭の中をクリアにする思考ノートのつくり方、

考える技術がさらに上がる習慣など、想像以

上の答えが見つかる方法を具体的に紹介す

る。

141

地形と日本人
私たちはどこに暮らしてきたか

金田 章裕∥著

日経BP日本経済新聞出版本部

自然災害が頻発する地域は地形でわか

る。堤防を築くと水害が起きる。河道や

海岸線、山裾は動く…。歴史地理学者が、

日本人の土地とのつき合い方を、知られ

ざるエピソードとともに紹介する。

210.0

たかふみ
きんだ



302 ワイルドサイドをほっつき歩け ブレイディみかこ 筑摩書房

319 「米中激突」の地政学 茂木  誠 ワック

336 コロナ後に生き残る会社 食える仕事 稼げる働き方 遠藤 功 東洋経済新報社

369.2 シニアの１，２分間運動不足解消体操５０ 斎藤 道雄 黎明書房

369.4 子どもの心の声を聴く 堀 正嗣
岩波書店
(岩波ブックレット)

407 「お家にある材料」でおもしろ科学の実験図鑑 セルゲイ・ウルバン 原書房

420 日常の不思議を物理学で知る 松原 隆彦 山と溪谷社

440 図解身近にあふれる「天文・宇宙」が３時間でわかる本 塚田 健 明日香出版社

460 こどもの目をおとなの目に重ねて 中村 桂子 青土社

490.4 2020 早川一光の「こんなはずじゃなかった」 早川  一光
かずてる　

・早川  さくら ミネルヴァ書房

493.7 2020 大学生活、大丈夫？ 梶谷 康介 九州大学出版会

493.7 2020 女性のための発達障害の基礎知識 宮尾 益知 河出書房新社

493.9 2020 乳幼児ワクチンと発達障害 臼田 篤伸 緑風出版

498.5 2020 まずはこの１７食材を。 村山 彩 大和書房

583 どんな木も生かす山村クラフト 時松 辰夫 農山漁村文化協会

590 モノが私を助けてくれる 本多 さおり 大和書房

595 世界一のフェイシャル・マジック ジュミ・ソン 光文社

596.6 冷凍作りおきパン 吉永 麻衣子 扶桑社

技
術

社
会

自
然

菊池 真以 写真・文

山と溪谷社

すじ雲、うろこ雲、彩雲、幻日…。基本と

なる雲や、光と雲のコラボレーションによ

る現象などを写真とともに解説。ほか、

雲を紐解くためのエピソード、季節の雲、

雲との暮らしを楽しむコツなども紹介す

る。

ＮＩＣＵ命の授業
小さな命を見守る最前線の現場から

豊島 勝昭 著

赤ちゃんとママ社

神奈川県立こども医療センター新生児科

医・豊島勝昭が、地元の小中高生に行っ

ている「NICU命の授業」。妊娠・出産で直

面する困難な選択を迫られるシーンを挙

げ、問題提起を交えながら小さな命を守る

最前線を伝える。

590 720

493.9

2020

451

ときめく雲図鑑



626 おうちでとれたて野菜 河村 毬子 河出書房新社

685 日本全国路線バス大図鑑 イカロス出版

726 内なる町から来た話 ショーン・タン 河出書房新社

763 こどもの人気ソング大集合 青山 しおり ドリーム・ミュージック・
ファクトリー

763 ウクレレ・ソロで弾く人気ヒット＆Ｊ－ＰＯＰソングス 岡村 明良∥編曲 シンコーミュージック・
エンタテイメント

779 シム 志村けん１６０の言葉 志村 けん 青志社

787 さかな・釣り検索 つり人社∥編 つり人社

言
語 837 伝えたい言葉がすぐ見つかる日常英会話フレーズ 池田書店編集部∥編 池田書店

916 ウエ 万葉学者、墓をしまい母を送る 上野  誠 講談社

929 チョ 彼女の名前は チョ・ナムジュ 筑摩書房

933 ヴァ 私はゼブラ アザリーン・ヴァンデアフリートオルーミ 白水社

933 ディ ネヴァー・ゲーム ジェフリー ・ディーヴァー 文藝春秋

943 ケレ トンネル ベルンハルト・ケラーマン 国書刊行会

953 ジオ 青い目のジャン ジャン・ジオノ 彩流社

きみを変える５０の名言  ２期 佐久間 博∥文 汐文社

Ｍ サ サード・プレイス ささき あり フレーベル館

Ｍ ヒ 火狩りの王  ４ 日向 理恵子 ほるぷ出版

出典：（株）図書館流通センター　　

１５

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

産
業

芸
術

世界とキレル

シャロン・М・ドレイパー 作

母の策略により、ふしぎなサマースクール

に送りこまれた中学2年生の舞。すてきな

避暑地の洋館で、3週間のバカンスのは

ずが、大事なスマホも取り上げられ、孤立

無援に。舞は無事生きのこることができる

のか!?

黒人のパパと白人のママが離婚し、1週間

ごとに両親の家を行き来する生活を続け

ているイザベラ。家族やアイデンティティに

ついて悩むなか、ピアノの演奏会の日に

黒人の兄とともに警官に拘束され、銃を向

けられ…!?

佐藤 まどか 著

あすなろ書房
鈴木出版

大学進学を控え、新聞社でコピーボーイ

Ｆ ド

ﾃｲｰﾝ ﾃｲｰﾝ

キャラメル色のわたし

M サ


