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騙（かた）る

黒川 博行 著

文藝春秋

世の理は、全て単純な数式で表せる-。咸臨

丸の太平洋横断、江戸湾海防計画、軍艦建

造。論理力で欧米列強を圧倒し、近代日本

の船出を陰で支えた英雄、小野友五郎の物

語。『小説現代』掲載を書籍化。

M

クロ

天を測る

今野 敏 著

講談社

価値を知らない素人に、親切を装って作品

を売りさばく段取りをつけるが…。「マケット」

をはじめ、「上代裂」「乾隆御墨」など、古美

術業界のもうけ話にたかる人々を描いた、ミ

ステリー連作集。『オール讀物』掲載を書籍

化。

M

コン

処方箋のないクリニック

緑内障、高血圧、関節症、肥満、アトピー。

患者と家族の一大事は、ごくありふれた

病気から始まった。規格外の名医・青島

倫太郎が、病気でこじれた人間関係にメ

スを入れる! 『本の窓』掲載に書き下ろし

を加えて書籍化。

M

セン

野良犬の値段

百田 尚樹 著

突如としてネット上に現れた、謎の誘拐サ

イト。「私たちが誘拐したのは以下の人物

です」という文言とともに6人の男たちの名

前と顔写真が公開された。果たしてこれは

事件なのか…。かつてない劇場型犯罪が

幕を開ける。

藤野 千夜 著

双葉社

明石家は夫婦あわせてもうすぐ180歳。3

人の息子は全員独身で…。家族の可笑し

み、さりげない優しさを描き出した、現代

家族小説。『小説推理』『文學界』掲載を

単行本化。

M

フジ

神様には負けられない

山本 幸久 著

新潮社

25歳で会社をやめ、ゼロから義肢装具士

を目指すさえ子。実習に、恋に、悪戦苦闘

する中、「ほんとのバリアフリー」と未来の

自分が少しずつ見え始め…。再スタートを

応援するお仕事小説。『小説新潮』連載を

改稿改題し書籍化。

仙川 環 著

M

ヒヤ

M

ヤマ

じい散歩

幻冬舎小学館



書名 著者名 出版社

Ｍ アソ 観月
かんげつ

麻生 幾
いく

文藝春秋

Ｍ イガ バイター 五十嵐 貴久 光文社

Ｍ イジ いとまの雪  上・下 伊集院 静 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

Ｍ ウエ 夢幻 上田 秀人 中央公論新社

Ｍ オク コロナと潜水服 奥田 英朗 光文社

Ｍ カト オルタネート 加藤  シゲアキ 新潮社

Ｍ ニキ 我、過（あやま）てり 仁木 英之 角川春樹事務所

Ｍ ニシ 偶然にして最悪の邂逅 西澤 保彦 東京創元社

Ｍ フク 今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は 福徳 秀介 小学館

Ｍ マヤ 当確師 十二歳の革命 真山 仁 中央公論新社

Ｍ ムラ 雪のなまえ 村山 由佳 徳間書店

Ｍ モロ しのぶ恋 諸田 玲子 文藝春秋

総
記 019 鎌田實の人生図書館 鎌田 實 マガジンハウス

159 ７４歳、ないのはお金だけ。
あとは全部そろってる ミツコ すばる舎 

188 マンガ歎異抄をひらく 和田 清人∥脚本 1万年堂出版

222 太平天国 菊池 秀明
岩波書店
(岩波新書)

289 シゲ ロッテを創った男 重光武雄論 松崎 隆
たか

司
し

ダイヤモンド社

289 モリ 三島由紀夫と死んだ男 犬塚 潔 秀明大学出版会

分類

日
本
の
小
説

哲
学

歴
史

レンブラントの身震い

マーカス・デュ・ソートイ∥著

新潮社

レンブラントやバッハなどの作品を学習したAI

が「新作」をつくり、数学の証明を代行するよ

うになったいま、コンピュータは真の創造性を

獲得し、人の心を揺さぶれるのか。人工知能

の最前線を探求する、サイエンス・エッセイ。

００７

一冊でわかる幕末

大石 学∥監修

河出書房新社

ペリー来航、桜田門外の変、坂本龍馬、

戊辰戦争…。慶応3年(1867年)に江戸幕

府が歴史的役割を終える幕末期に焦点

をあて、同時期の世界史の出来事にも

注目しつつ、複雑なストーリーや人物・

事件をわかりやすく説明する。

２１０.５



313 デモクラシーの整理法 空井 護
岩波書店
(岩波新書)

319 広島平和記念資料館は問いかける 志賀 賢治
岩波書店
(岩波新書)

327 裁判官だから書けるイマドキの裁判 日本裁判官ネットワーク
岩波書店
(岩波ブックレット)

361 人は話し方が９割 永松  茂久 すばる舎

368 愛をばらまけ 上村 真也 筑摩書房

379.9 子どもも自分もラクになる「どならない練習」 伊藤 徳馬
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

404 身近な科学が人に教えられるほど
よくわかる本 左巻 健男

　さまき　　　　　たけお

ＳＢクリエイティブ

410 本当は私だって数学が好きだったんだ 長岡 亮介 技術評論社

480 動物園めぐり G.B.

490.1 2020 いつか来る死 糸井 重里ほか マガジンハウス

492.7 2020 耳は不調と美容の救急箱 中本 多紀 WAVE出版

498.3 2020 解剖学からわかるＹＯＧＡ サリー・パークス ニュートンプレス 

498.6 2020 医療現場は地獄の戦場だった！ 大内 啓 ビジネス社

593 おそろいで着せたい、
ドールと子どもの手づくり服 平田 晴香ほか ＫＡＤＯＫＡＷＡ

596.2 素材をたのしむ精進料理  京都東本願寺 大原 千鶴 東本願寺出版

596.6 香り豊かな茶葉でおいしい至福のスイーツ 坂田 阿希子ほか 家の光協会

596.6 ホームベーカリーで作る高級専門店のパン 荻山 和也 主婦の友社 

技
術

自
然

社
会

渡部 潤一∥監修 岡本 典明∥執筆

クレヴィス

代表的イメージから最新画像まで、ハッ

ブル宇宙望遠鏡によって得られた素晴ら

しい画像の数々を集成。20世紀観測天

文学の巨人エドウィン・ハッブル、ハッブ

ル宇宙望遠鏡の開発からの歩みなどに

ついても紹介。

純喫茶とあまいもの 京都編

これからも通いたい３０の名店

難波 里奈 著

誠文堂新光社

パフェ、プリン、ホットケーキ、トースト、

ケーキ…。とっておきのあまいものを食べ

ることができる、京都の純喫茶30店を、メ

ニューの誕生秘話や作り方、店主の人柄

や美学とともに紹介します。データ:2020年

10月現在。

590 720

５９６.７４４０

ＥＹＥＳ ＯＦ ＨＵＢＢＬＥ

ハッブル宇宙望遠鏡 探究と発見のまなざし



産
業 673 空き家幸福論 藤木 哲也 日経ＢＰ

726 息子がいじめの加害者に？ 大原 由軌子 文藝春秋

728 書
しょ

聖
せい

王
おう

羲
ぎ

之
し

魚住 和晃
岩波書店
(岩波現代文庫)

760 音楽のよろこび 吉田 秀和 河出書房新社

762 至高の指揮者たち
音楽の友∥編
レコード芸術∥編 音楽之友社

772 獅子座、Ａ型、丙午
ひのえうま

。 鈴木  保奈美 中央公論新社

780.2
「弱さ」を「強さ」に変える
ポジティブラーニング 松岡 修造 文藝春秋

言
語 830 英語独習法 今井 むつみ

岩波書店
(岩波新書)

916 バタ お義母(かあ)さん、ちょっと黙ってください ばたこ 新潮社

930 ドイ 初歩からのシャーロック・ホームズ 北原  尚彦
中央公論新社
(中公新書ラクレ)

933 コラ ダリウスは今日も生きづらい アディーブ・コラーム 集英社

933 スト オリーヴ・キタリッジ、ふたたび エリザベス・ストラウト 早川書房

933 マテ 炎と血 ジョージ ・Ｒ・Ｒ・マーティン 早川書房

953 ロラ 赤いモレスキンの女 アントワーヌ・ローラン 新潮社

カラスのいいぶん 嶋田 泰子 童心社

Ｍ イ ネムノキをきらないで 岩瀬 成子 文研出版

F フ シロクマといっしょにお引っ越し！？ マリア・ファラー あかね書房

出典：（株）図書館流通センター　　

４８

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

芸
術

めいたんていサムくんと

あんごうマン

佐久間 博 文

ある日サムくんに、「あたんにごうわをとた

いこて…」という、なぞの言葉が書かれた

ふしぎな手紙が届いた。それは、あんごう

マンからの挑戦状で…。「めいたんていサ

ムくん」シリーズ第2弾。

「日本文化の原理は、草も木も生きものだ

という人類の原初的な考え方だ」 大谷翔

平、渡辺直美、渋沢栄一、梅原猛…。プロ

野球選手やタレント、実業家、哲学者など、

各界著名人の名言50を紹介する。

那須 正幹 作

童心社
汐文社

大学進学を控え、新聞社でコピーボーイ

１５

ﾃｲｰﾝ

きみを変える５０の名言 ２期

M ナ


