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夢七日 夜を昼の國

いとう せいこう

文藝春秋

都市開発の余波で地元派とニュータウン派

に分裂した集落。夏休み、両派の中学生9人

は林間学校に参加するが、土砂崩れに遭い

…。次世代に語り継ぎたい、他人を思いやる

物語。『小説NON』連載に加筆・訂正。

M

イト

龍神の子どもたち

乾 ルカ 著

祥伝社

交通事故で意識不明となり、長い眠りの中

にいる君に、私は日々ささやきかける。君よ、

目覚めよ-。「夢七日」ほか、浄瑠璃で脚色さ

れたお染がネットの中傷に立ち向かう「夜を

昼の國」を収録。『文學界』掲載を書籍化。

M

イヌ

いつの空にも星が出ていた

高校の先生、家業の電気店を継いだ若

者、少年野球のピッチャー、洋食店のシェ

フ-。一見つながりのない人たちを結んで

いる、強くてまっすぐな気持ち! 熱くてかぎ

りなく純粋な、人生と応援の物語。『小説

現代』掲載を書籍化。

M

サト

動物警察２４時

新堂 冬樹 著

動物保護を目的とするTAPに勤める璃々は、

後輩の涼太や警察官の広大らとともに、動

物虐待、多頭飼育崩壊などさまざまな事件

を解決していくが、ついにはTAP存続に関

わる事件が起き…。Web『本がすき。』連載

を書籍化。

凪良 ゆう 著

中央公論新社

1ケ月後、小惑星が衝突し、地球は滅び

る。学校でいじめを受ける友樹、人を殺し

たヤクザの信士、恋人から逃げ出した静

香。そして-。「人生をうまく生きられなかっ

た」4人が最期の時までをどう過ごすのか。

M

ナギ

湖の女たち

吉田 修一 著

新潮社

琵琶湖近くの介護療養施設で、100歳の男

が殺された。刑事と容疑者、出会うはずの

ない男女の人生が交差する。一方、事件

を取材する記者は、死亡した男の過去に

興味を抱き旧満州を訪ね…。『週刊新潮』

連載を加筆し単行本化。

佐藤 多佳子 著

M

シン

M

ヨシ

滅びの前のシャングリラ

光文社講談社



書名 著者名 出版社

Ｍ アオ みがわり 青山 七恵 幻冬舎

Ｍ イガ 命の砦 五十嵐 貴久 祥伝社

Ｍ イノ ママナラナイ 井上 荒野 祥伝社

Ｍ オガ とわの庭 小川 糸 新潮社

Ｍ キノ 戀童夢幻（れんどうむげん） 木下 昌輝 新潮社

Ｍ キリ 日没 桐野 夏生 岩波書店

Ｍ コス 死の扉 小杉 健治 双葉社

Ｍ スミ この気持ちもいつか忘れる 住野 よる 新潮社

Ｍ セオ 夜明けのすべて 瀬尾 まいこ 水鈴社

Ｍ ナツ ニキ 夏木 志朋
し　ほ

ポプラ社

Ｍ ハナ くちばみ 花村 萬月 小学館

Ｍ フジ きのうのオレンジ 藤岡 陽子 集英社

総
記 002 実践自分で調べる技術 宮内 泰介

岩波書店
(岩波新書)

146 「自己肯定感低めの人」のための本 山根 洋士 アスコム

175 御朱印でめぐる大阪兵庫の神社 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

202 考古学ガイドブック 小野 昭 新泉社

291 三頭の虎はひとつの山に棲めない マイケル・ブース ＫＡＤＯＫＡＷＡ

291 わたしの山旅 仲川 希良 枻
えい

出版社

分類

日
本
の
小
説

哲
学

歴
史

どんな怒りも６秒でなくなる

安藤 俊介 著

リベラル社

怒りをコントロールすることで、ストレス知らず

の自分になれる! 誰でもできる怒りの解決方

法や、タイプ別・怒りに振り回されないコツ、

上手な怒り方、怒りっぽい人から身を守る方

法などを紹介する。

141

ジョン万次郎の羅針盤

中濱 武彦 著

冨山房インターナショナル

明治・大正・昭和・平成と語り継がれてき

た史実を、「令和」へと新資料を加えて

改めてジョン万次郎の生涯と時代を浮き

彫りにした、万次郎直系による定本。万

次郎年譜も収録。

289

ジョ



314 アメリカ大統領選 久保 文明
岩波書店
(岩波新書)

319 反日種族主義との闘争 李
い

  栄
よん

薫
ふん

文藝春秋

320 法学を学ぶのはなぜ？ 森田 果
はつる

有斐閣

320 いまはそれアウトです！ 菊間 千乃
ゆきの

アスコム

365 買い物難民対策で田舎を残す 村上 稔
岩波書店
(岩波ブックレット)

367.3 なかよし別居のすすめ 松場 登美
と　み

小学館

371 子どものココロが見えるユーモア詩の世界 増田 修治 ぎょうせい

410 身の回りを数学で説明する事典 コリン・ベバリッジ ニュートンプレス

420 物理が楽しくなる！キャラ図鑑 川村 康文 新星出版社

430 怖くて眠れなくなる化学 左巻 健男 PHPエディターズ・グループ

493.4 2020 逆流性食道炎 文響社

498.3 2020 おうち養生きほんの100 田中 友也 KADOKAWA

498.4 2020 香害は公害 水野 玲子 ジャパンマシニスト社

498.6 2020 最新知見で新型コロナとたたかう 岡田 晴恵
岩波書店
(岩波ブックレット)

518 やっぱり、このゴミは収集できません 滝沢  秀一 白夜書房

591 荻原博子の家計引きしめ術 荻原 博子 毎日新聞出版

594.3 棒針で編むはじめてでも
キチンと編める基本のセーター ｍｉｎａｏ 日東書院本社

597 片付けは減らすが９割 阪口 ゆうこ ぱる出版

技
術

自
然

社
会

太田 啓子 著

大月書店

「男らしさ」の呪縛は何歳から始まる? わ

が子をセクハラ加害者にしないために

は? 男子2人を育てる弁護士ママが悩み

ながら考えた、ジェンダー平等時代の子

育て論。小島慶子らとの対談も収録。

お弁当サンド

若山 曜子 著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

短時間で作れる超特急サンド、野菜たっ

ぷりサンドや肉&魚介のジューシーサンド、

旅気分を味わえる世界の絶品サンド、締

めにうれしいスイーツサンド…。食パンやバ

ゲットで作る、お弁当にぴったりなサンド

イッチを紹介します。

590 720

596.4367.5

これからの男の子たち



627 たのしい路上園芸観察 村田 あやこ グラフィック社

645 家ねこ大全２８５ 藤井 康一 KADOKAWA

673 スマホひとつで最高の売上をつくる接客術 四元
よつもと

 亮平
りょうへい

KADOKAWA

724 絵を描くための鳥の写真集 マール社編集部∥編 マール社

751 ＵＶレジンのモードかわいいアクセサリー ａ．ｋ．ｂ． 河出書房新社

779 人生は七転び八起き 内海  桂子 飛鳥新社

780.1 イップスの乗り越え方 河野 昭典 ＢＡＢジャパン

言
語 810 正しい言葉遣い 末岡 実 阿部出版

910 ミシ 三島由紀夫 悲劇への欲動 佐藤 秀明
岩波書店
(岩波新書)

916 サエ 石の肺 僕のアスベスト履歴書 佐伯 一麦
岩波書店
（岩波現代文庫）

916 ハツ サバイバル家族 服部 文祥 中央公論新社

929 サア バグダードのフランケンシュタイン アフマド・サアダーウィー 集英社

933 キン 眠れる美女たち  上・下
スティーヴン・キング
オーウェン・キング 文藝春秋

943 ベル 地下 トーマス・ベルンハルト 松籟社

中高生の悩みを
「理系センス」で解決する40のヒント 竹内  薫 PHP研究所

Ｍ ク へんくつさんのお茶会 楠 章子 学研プラス

F レ 列車探偵ハル Ｍ・Ｇ・レナード 早川書房

出典：（株）図書館流通センター　　

00

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。

児
童

産
業

芸
術

色どろぼうをさがして

佐藤 勝彦∥著

12歳のイジーのママは事故で入院中。イ

ジーはそれを自分のせいだと思っていた。

そんなある日、イジーの夢に色どろぼうが

あらわれ、部屋の壁画の色が1色ずつ消

えていく。色どろぼうの正体と少女の罪悪

感に隠された謎とは…。

どうすれば科学者になれるのか? 「インフ

レーション理論」を提唱した宇宙物理学

者・佐藤勝彦が、自身の科学者人生を紹

介しつつ、「科学とはどういうものか」「優

れた科学者になるためには何をしたらよ

いか」などを語る。

エヴァ・ジョゼフコヴィッチ 作

ポプラ社
河出書房新社

大学進学を控え、新聞社でコピーボーイ

４０

ﾃｲｰﾝ

科学者になりたい君へ

Ｆ ジ


