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ただいま神様当番

青山 美智子 著

宝島社

認知症を患い、日ごと記憶が失われてゆく老

女には、それでも消せない「秘密の絆」が

あった-。86年の人生を遡る最後の旅が、図

らずも浮かび上がらせる壮絶な真実とは。

M

アオ

羊は安らかに草を食み

宇佐美 まこと 著

祥伝社

ある朝、目を覚ますと腕に大きく「神様当番」

と文字が! 突如目の前に現れた「神様」のお

願いを叶えないと、その文字は消えないよう

で…。ムフフと笑ってほろりと泣けて、最後は

前向きな気持ちになれる、5つの物語。

M

ウサ

水 葬

限界集落をテーマにしたフォトエッセイを

連載していた婚約者・光一が失踪した。

自宅のPCに転送された写真を手がかりに、

彼の足取りを追う希美は、光一の元交際

相手の優子も失踪していることを知り…。

書下ろしサスペンス。

M

カブ

紅蓮の雪

遠田 潤子 著

双子の姉の死の真相を探るため、大衆演

劇の世界に身を投じた伊吹。そこで知った

のは、一座に秘められた禁断の真実だっ

た-。血脈に刻まれた因果の物語。『小説す

ばる』連載に加筆修正し単行本化。

乗代 雄介 著

講談社

中学入学を前にしたサッカー少女と、小

説家の叔父。ふたりは、コロナ禍で予定

がなくなった2020年の春休み、利根川沿

いに徒歩で千葉の我孫子から鹿島アント

ラーズの本拠地を目指す旅に出て…。『群

像』掲載を単行本化。

M

ノリ

５２ヘルツのクジラたち

町田 その子 著

中央公論新社

自分の人生を家族に搾取されてきた女性・

貴瑚と、母に虐待され「ムシ」と呼ばれた少

年。孤独ゆえ愛を欲し、裏切られてきた彼ら

が出会う時、新たな魂の物語が生まれる。

鏑木 蓮 著

M

トオ

M

マチ

旅する練習

集英社徳間書店

かぶらぎ

のりしろ



書名 著者名 出版社

Ｍ アイ イグジット 相場 英雄 日経ＢＰ

Ｍ アガ ばあさんは１５歳 阿川 佐和子 中央公論新社

Ｍ アマ もろびとの空 天野 純希 集英社

Ｍ オザ 母
おも

影
かげ

尾崎 世界観 新潮社

Ｍ キノ 応仁悪童伝 木下 昌輝 角川春樹事務所

Ｍ サカ 花は散っても 坂井 希久子 中央公論新社

Ｍ スナ 高瀬庄左衛門御留書（おとどめがき） 砂原  浩太朗 講談社

Ｍ ドウ 刑事の枷（かせ） 堂場 瞬一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

Ｍ ニレ ヘルメースの審判 楡 周平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

Ｍ ヌカ 転職の魔王様 額賀 澪 ＰＨＰ研究所

Ｍ ミヤ 公孫龍  巻１ 宮城谷 昌光 新潮社

Ｍ ヤナ アンブレイカブル 柳 広司 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

総
記 007 マウスいらずで快適！パソコン時短術 山橋  美穂∥監修 宝島社

104 哲おじさんと学くん 永井 均
岩波書店
(岩波現代文庫)

181 てくてく地獄さんぽガイド 田村 正彦∥編著 グラフィック社

210.3 日本はこうしてつくられた 安部  龍太郎 小学館

210.5 江戸問答 田中 優子
岩波書店
(岩波新書)

281 日本史に学ぶ成功者たちの勉強法 加来 耕三 クロスメディア・パブリッシング

分類

日
本
の
小
説

哲
学

歴
史

何のために本を読むのか

齋藤 孝 著

青春出版社

価値観が大きく変わる時代は、「折れない心

と体をつくりキープする力」「変化に適応する

力」などが必要。そのためには読書が最適だ

が、どう読めばいいのか? 齋藤孝が名著37冊

を題材に詳しく紹介する。

０１９

命の救援電車
大阪大空襲の奇跡

坂 夏樹 著

さくら舎

1945年3月の大阪大空襲の夜、猛火か

ら逃げ惑う多くの人々を動いていないは

ずの電車が救った-。火の海の大阪を駆

け抜けた地下鉄。本当に奇跡は起こっ

たのか? 歴史に埋もれた戦災秘話を明

らかにする。

２１６



304 心の絶対法則 内海  聡 ユサブル

312 菅義偉 不都合な官邸会見録 望月  衣塑子＋特別取材班 宝島社

332 地域衰退 宮崎 雅人
岩波書店
(岩波新書)

335 ゼロからの二代目経営 大原 照平 日本経営センター

338 つみたてＮＩＳＡの教科書 風呂内 亜矢 ナツメ社

365 両親が元気なうちに”実家じまい”はじめました。 大井 あゆみ 光文社

385 「育ちがいい人」だけが知っていること 諏内  えみ ダイヤモンド社

470 やけに植物に詳しい僕の街のスキマ植物図鑑 瀬尾 一樹 大和書房

493.1 2020 更年期ホルモンの変調を感じたら読む本 森 裕紀子 法研

493.9 2020 発達障害の悩みに答える一問一答 宮尾 益知 河出書房新社

498.0 2021 ナイチンゲールはなぜ「換気」にこだわったのか 岩田 健太郎 日本看護協会出版会

498.3 2020 新しい「足」のトリセツ 下北沢病院医師団 日経ＢＰ

498.6 2020 新型コロナ自宅療養完全マニュアル 岡田 晴恵 実業之日本社

537 トヨタの危機管理 野地 秩嘉
　　　　　　　　　つねよし

プレジデント社

538 「はやぶさ２」が舞い降りた日々 的川 泰宣 勉誠出版

594 長くあそべるフェルトのおもちゃとおままごと 日本ヴォーグ社

596.0 恥ずかしい料理 梶谷 いこ 誠光社

599 赤ちゃん寝かしつけの新常識 ソフィア・アクセルロッド 東洋館出版社

技
術

自
然

社
会

三上 修 著

岩波書店

電柱や電線で鳥は何をしている? なぜ感

電しない? 電柱・電線の鳥に注目したら

見えてきた、その知られざる生態、電力

会社と鳥たちの終わりなき知恵比べ…。

鳥と電柱、そして人のささやかなつなが

りを、第一人者が描き出す。

世界の橋の秘密ヒストリア

ジュディス・デュプレ 著

エクスナレッジ

ローマ帝国が世界を征服できたのも、強

固な石づくりのアーチ橋をつくる石工の技

術力があってこそ。2000年前につくられた

水道橋から、最新の斜張橋まで、60超の

美しい橋を写真で紹介する。

590 720

５１５４８８

電柱鳥類学

スズメはどこに止まってる？



727 点・線・形から生まれるデザイン ヴィクショナリー∥編 グラフィック社

762 音楽家の食卓 野田 浩資 誠文堂新光社

778 ヨシ 吉永小百合 私の生き方
ＮＨＫ「プロフェッショナル
仕事の流儀」制作班 講談社

786.1 アルパインクライミング 保科 雅則 山と溪谷社

791 茶趣をひろげる歳時記百科 筒井 紘一∥監修 淡交社

910 ナカ 「我を生まし足乳根の母」物語 中塚  鞠子 深夜叢書社

929 キム わたしたちが光の速さで進めないなら キム・チョヨプ 早川書房

933 アレ 十五匹の犬 アンドレ・アレクシス 東宣出版

933 ブレ マイ・シスター、シリアルキラー オインカン・ブレイスウェイト 早川書房

Ｅ アサ 見果てぬ花 浅田  次郎 小学館

Ｅ オオ 芸人人語 太田  光 朝日新聞出版

Ｅ カン 生きるコツ 姜  尚中 毎日新聞出版

クイズでわかる小学生からのネットのルール 鈴木 朋子∥監修 主婦の友社

鬼大図鑑 田村 正彦∥監修 金の星社

Ｍ カ リンゴちゃんのいえで 角野 栄子 ポプラ社

F ウ ねこ学校のいたずらペーター アンネリース・ウムラウフ・ラマチュ 徳間書店

出典：（株）図書館流通センター　　

00

※ 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。
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38

キャンドル

ロビン・スローン∥著

ある日、螢一（けいいち）を突然おそったあ

る子の記憶。親友の翔真（しょうま）と記憶

の主をさがすうち、冷たく凪（な）いでいた

螢一の心に、しだいに小さな炎がともり…。

熱く切ない絆の物語。

1969年、大学図書館員の青年ペナンブラ

がサンフランシスコを訪れた。数百年もの

あいだ行方不明の貴重な書物を見つけ出

す使命を帯びて。街中をさまよった末、彼

は真夜中に一軒の小さな書店<24時間書

店>に行き着き…。

村上 雅郁 作

フレーベル館 東京創元社

大学進学を控え、新聞社でコピーボーイ

９３３

スロ

ﾃｲｰﾝ

はじまりの２４時間書店

M ム


