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アンダークラス

相場 英雄 著

小学館

顔の痣を化粧で隠している男子高校生のま

ことは、誰にもかかわらずに過ごすことを望

んでいた。ある日、クラスメイトの女子、槇野

がタバコを吸っているところを目撃。互いに

秘密を抱えたふたりは徐々に距離を近づけ

ていくが…。

M

アイ

ふたり、この夜と息をして

北原 一 著

ポプラ社

老人施設入居者の死体が発見された。容疑

者は施設で働くベトナム人アイン。ガンを患

う入居者に請われて、自殺を幇助したという。

だが、警視庁継続捜査班の田川信一は…。

『story box』連載を加筆修正し単行本化。

M

キタ

伊達女

男たちに示そう。たじろがない女の姿を。

母・義姫、妻・愛姫、保姆・片倉喜多など、

独眼竜政宗を照らし出す戦国の女たちの

生き様を描いた連作短編集。『歴史街道』

掲載に書き下ろしを加えて書籍化。

M

サト

どうしてわたしは

あの子じゃないの

寺地 はるな 著

中学の同級生だった男女3人。憧れ、嫉妬、

後悔…伝えられなかった言葉は、卒業前に

書いた手紙に込められた。別々の人生を

歩み30歳になったある日、あの時の手紙

を読もうと連絡がきて…。『小説推理』連載

を書籍化。

東 直子 著

ポプラ社

下町の古い民家を借りて開いた絵画教

室は、いつしか、さまざまな人びとが集う

場所になっていく。一緒に絵を描くという

ささやかな時間は、人の心に何をもたら

すのか…。静かな再生の物語。『asta*』連

載を加筆し単行本化。

M

ヒガ

ふたりでちょうど２００％

町屋 良平 著

河出書房新社

バドミントンのダブルス、ブラック企業の同

期…転生したらまた友達になった。“男らし

く”なれないふたりの友情は、死んでも終

わらない…。新時代の男子の友情を描く連

作小説集。『文藝』掲載に書き下ろしを加え

て書籍化。

佐藤 巖太郎 著

M

テラ

M

マチ

階段にパレット

双葉社PHP研究所



書名 著者名 出版社

Ｍ アオ 江戸染まぬ 青山 文平 文藝春秋

Ｍ アオ お探し物は図書室まで 青山 美智子 ポプラ社

Ｍ イワ サンクチュアリ 岩城 けい 筑摩書房

Ｍ ウチ 今度生まれたら 内館 牧子 講談社

Ｍ オノ 今夜 小野寺 史
ふみ

宣
のり

新潮社

Ｍ カク 銀の夜 角田 光代 光文社

Ｍ シマ ２０２０年の恋人たち 島本 理生 中央公論新社

Ｍ シン 誘拐ファミリー 新堂 冬樹 双葉社

Ｍ セミ 化け者心中 蟬
せみ

谷
たに

 めぐ実 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

Ｍ ヒメ 青春とは、 姫野 カオルコ 文藝春秋

Ｍ マス 小説 増田  みず子 田畑書店

Ｍ マリ 聖女か悪女 真梨 幸子
　　　　　　　　　　ゆき　こ

小学館

総
記 002 出口版学問のすすめ 出口 治明

　で　ぐち

小学館

102 図鑑哲学 トム・ジャクソン ニュートンプレス

141 理想の自分で輝くためのあがり症克服術 村本 麗子 明日香出版社

210.1 絶対に挫折しない日本史 古市 憲寿
　　　　　　　　　のり　とし

新潮社(新潮新書)

210.6 明治維新の意味 北岡  伸一 新潮社

289 トラ 世界で最も危険な男 メアリー・トランプ 小学館

分類

日
本
の
小
説

哲
学

歴
史

時間はくすり

比留間 榮子 著

サンマーク出版

朝一番の行動が一日をつくる、人はいつもお

互いさまで生きている、生きる意味を考えなく

てもいい-。ギネス記録最高齢96歳の現役薬

剤師が、自分のままでおだやかに暮らす心の

養生法を伝える。

１５９

歩く大阪・読む大阪

平田 達治 著

鳥影社・ロゴス企画

大阪とは何者なのか? 独自の町人文化

を創りあげた大阪。井原西鶴、森鷗外、

織田作之助など作家たちが描く食と夜

の街の作品を読み、その舞台を歩いて

大阪の精神を探る。

０９０



319 ノーベル平和賞の裏側で何が行われているのか？ ゲイル・ルンデスタッド 彩図社

336 転職・再就職１年目の働き方 俣野
またの

 成敏∥監修 マイナビ出版

361 日本人は論理的でなくていい 山本 尚 産経新聞出版

369.3 登山式ＤＥ防災習慣 鈴木 みき 講談社

376.1 遊びからはじまる 松崎 行代 世界思想社

385 冠婚葬祭マナーの新常識 岩下 宣子∥監修 主婦の友社

385 成人式とは何か 田中 治彦
岩波書店
(岩波ブックレット)

440 なぜか宇宙はちょうどいい 松原 隆彦 誠文堂新光社

454 ぶらり大阪「高低差」地形さんぽ 新之介 １４０B

492.7 2020 図解カラダを痛めない関節・皮膚体操 宮田 トオル さくら舎

492.7 2020 お灸のすすめ お灸普及の会∥編 池田書店

493.7 2020 医者も親も気づかない女子の発達障害 岩波  明 青春出版社

493.9 2020 子どもの悩み、家庭の悩み 竹内 今日生
ひ び き

文芸社

497.9 2020 歯のメンテナンス大全 堀 滋 飛鳥新社

527 昭和レトロ間取り探訪 橋爪 紳也 青幻舎

593 手ほどき七緒  着物がすっきり「片づく」本 プレジデント社

596 家族でごはん１２か月 野口 真紀 新星出版社

596.3 野菜はあたためて食べる！ 堤 人美 新星出版社

技
術

自
然

社
会

川田 伸一郎 著

ブックマン社

標本は生き物について多くのことを学ぶ

機会を与えてくれる-。国立科学博物館

のモグラ博士が、死体集めと標本作製

に勤しむ破天荒な日々をライトなタッチで

綴る。雑誌『ソトコト』連載を加筆・修正。

図案のいらない

可愛い刺しゅう

藤本 裕美 著

産業編集センター

生地の素材や刺す場所を気にせず、自由

に気楽に刺しゅうが楽しめるように、「図案

のいらない刺しゅう」を提案。丸や直線な

ど、シンプルな形の組み合わせでできる可

愛いモチーフを多数紹介します。

590 720

５９４.２４８０

標本バカ



614 図解でよくわかるスマート農業のきほん 野口 伸∥監修 誠文堂新光社

686 「線」の思考 原 武史 新潮社

686 １９５０年代関西私鉄散歩 長谷川 明 ネコ・パブリッシング

726 迷子の魂 オルガ・トカルチュク 岩波書店

728 筆ペンで書くゆる文字季節のあいさつ 宇田川 一美 誠文堂新光社

763 はじめてでも最後まで弾ける大人のピアノ名曲７７ 丹内
たんない

 真弓∥編著
　

西東社

786.1 山は登ってみなけりゃ分からない 石丸  謙二郎 敬文舎

言
語 809 声が通らない！ 新保 信長 文藝春秋

901 マナーはいらない 三浦 しをん 集英社

911.3 カワ わたしの好きな季語 川上 弘美 NHK出版

916 スギ 元女子高生、パパになる 杉山 文野 文藝春秋

933 トル ベレンとルーシエン Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン 評論社

933 ホワ ニッケル・ボーイズ コルソン・ホワイトヘッド 早川書房

953 ルク アルマ ル・クレジオ 作品社

こんなにスゴイ！未来のせかい 増田 まもる∥監修 東京書籍

Ｍ サ 江戸の空見師 嵐太郎 佐和 みずえ フレーベル館

F モ エルビス、こっちにおいで ロドリゴ・モルレシン さ・え・ら書房

出典：（株）図書館流通センター　　

50

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

あしたのことば

鈴木 るりか 著

作家生活30周年を迎える直木賞作家、森

絵都が「ことば」をテーマに綴る短編小説

集。表題作ほか、光村図書小学校教科書

「国語6」掲載の「帰り道」など全8編を収録。

長田結花らの人気イラストレーターによる

挿絵・装画あり。

世捨て人の賢人がある日突然、恋に落ち

る。その相手とは…。そして、その恋が、彼

の生活、人格すべてを変えていき…。デ

ビュー作「さよなら、田中さん」の名脇役が

主役の表題作をはじめ、「遠くへ行きたい」

など全3編を収録。

森 絵都 作

小峰書店
小学館

大学進学を控え、新聞社でコピーボーイ

M

スズ

ﾃｲｰﾝ

私を月に連れてって

M モ


