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馬疫（ばえき）

茜 灯里 著

光文社

結婚を控えた地下鉄の運転士、酔って駅の

ホームに立つDV男…。運命の現場にやってく

るのは天使か、悪魔か? 容赦ない運命とぬく

もりが同居する物語。『小説すばる』『asta*』

掲載に書き下ろしを加え単行本化。

M

アカ

天使と悪魔のシネマ

小野寺 史宜 著

ポプラ社

2024年、欧州での新型コロナ感染拡大を受

け、夏季五輪は再び東京で開催されること

に。だが五輪提供馬の審査会で、複数の候

補馬が馬インフルエンザの症状を示す。ウ

イルスの正体は「狂騒型」の新型馬インフル

エンザで…。

M

オノ

ヴィンテージガール
仕立屋探偵桐ケ谷京介

東京の高円寺南商店街で仕立て屋を営

む桐ケ谷京介。服のシワを見ればその人

の受けた暴力や病気などがわかる京介

は、偶然目にしたテレビの公開捜査番組

の遺留品のワンピースが気に掛かり…。

『小説現代』掲載を改題し単行本化。

M

カワ

ほたるいしマジカルランド

寺地 はるな 著

大阪の北部にある「ほたるいしマジカルラ

ンド」では、名物社長を筆頭にたくさんの

人々が働いている。お客様に笑顔になって

もらうため、日々奮闘する従業員。そんな

ある日、社長が入院したという知らせが入

り…。お仕事小説。

真山 仁 著

祥伝社

住宅、五輪、ボランティア、産業誘致など、

被災地「復興」の掛け声の下で生じる新

たな課題。俺は何をするべきか-。神戸と

東北、ふたつの被災地をつなぐ震災3部

作、完結編。『小説NON』掲載に書下ろし

を加えて書籍化。

M

マヤ

湯どうふ牡丹雪
長兵衛天眼帳

山本 一力 著

KADOKAWA

飛鳥山に湯治に訪れていた長兵衛。夜更

けに部屋でくつろいでいると、そこに自身番

が踏み込んできて…。知恵と人情で謎を解く、

村田屋長兵衛シリーズ第2弾。『小説野性

時代』掲載に加筆修正し単行本化。

川瀬 七緒 著

M

テラ

M

ヤマ

それでも、陽は昇る

ポプラ社講談社



書名 著者名 出版社

Ｍ アヤ 草原のサーカス 彩瀬 まる 新潮社

Ｍ イワ 田中家の三十二万石 岩井 三四二 光文社

Ｍ オン 灰の劇場 恩田 陸 河出書房新社

Ｍ カキ 代理母、はじめました 垣谷 美雨 中央公論新社

Ｍ ササ 帝国の弔砲 佐々木 譲 文藝春秋

Ｍ サト テスカトリポカ 佐藤 究
きわむ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

Ｍ シイ 階層樹海 椎名 誠 文藝春秋

Ｍ ヌク 悪の芽 貫井 徳郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

Ｍ フユ うしろむき夕食店 冬森  灯
とも

ポプラ社

Ｍ ホン 終わりの歌が聴こえる 本城 雅人 幻冬舎

Ｍ ヤマ 血も涙もある 山田 詠美 新潮社

Ｍ ユキ 私のカレーを食べてください 幸村  しゅう 小学館

総
記 007 テレワーク時代のアウトルック時短術 桑名 由美 秀和システム

哲
学 193 図説地図とあらすじでわかる！聖書 船本 弘毅∥監修 青春出版社

210.3 地図でスッと頭に入る古代史 瀧音 能之∥監修 昭文社

210.4 関ケ原合戦全史 渡邊 大門 草思社

289 クニ 堕ちたバンカー 児玉  博 小学館

291 近江路をめぐる石の旅 長
おさ

 朔男
さくお

サンライズ出版

分類

日
本
の
小
説

歴
史

図書館の外は嵐

穂村 弘 著

文藝春秋

登場人物が3人のミステリー、「おなみだぽい

ぽい」という絵本、百年前のディストピアSF…。

穂村弘が、自身の心をとらえて離さない幅広

いジャンルの本を丁寧に読み解く。『週刊文

春』連載をまとめて単行本化。

０１９

マンガでわかる災害の日本

磯田 道史 著

池田書店

戦国日本をおそった「南海トラフ地震」、

伊豆〜九州をおそった江戸の大津波…。

古文書に基づいて過去の大災害をマン

ガとともに読み解き、命を守るために必

要な備えと知識を紹介する。

２１０.１

穂村弘の読書日記



316 命がけの証言 清水 ともみ ワック

319 米中新冷戦の落とし穴 岡田  充
　　　　　　　　　たかし

花伝社

331 人新世の「資本論」
　ひと　しんせい

斎藤 幸平
集英社
(集英社新書)

366 おじさんは、地味な資格で稼いでく。 佐藤 敦規
クロスメディア・
パブリッシング

369.3 震災復興１０年の総点検 五十嵐 敬喜
岩波書店
(岩波ブックレット)

374 密にならないクラスあそび１２０ 樋口 万太郎∥編 学陽書房

378 発達障害の子の療育が全部わかる本 原 哲也 講談社

468 生態学者の目のツケドコロ 伊勢 武史 ベレ出版

486 ハナバチがつくった美味しい食卓 ソーア・ハンソン 白揚社

491.3 2021 マインド・タイム ベンジャミン・リベット
岩波書店
(岩波現代文庫)

493.1 2021 家庭でできる転倒予防トレーニング 隆島 研吾 法研

493.6 2021 減塩より減糖 人生を変える！血圧の新常識 有馬 佳代 自由国民社

498.3 2021 最速入眠プログラム マイケル・モズリー CCCメディアハウス

527 研究者が本気で建てたゼロエネルギー住宅 三浦 秀一 農山漁村文化協会

557 愛しの灯台１００ 不動 まゆう 書
　しょ

肆
　し

侃
かん

侃
かん

房
ぼう

596 糖質オフのレンチンレシピ 牧田 善二 新星出版社

596.4 フライパンひとつで！のっけ弁当 エダジュン 学研プラス

596.6 植物生まれのやさしいお菓子 白崎  裕子 扶桑社

技
術

自
然

社
会

佐々木 正美 著

ポプラ社

目の前の子どもが喜ぶことをしてあげ

れば、子どもはきっと自分に自信をも

ち、人を信じることができる。児童精神

科医・佐々木正美の子育ての悩みに

寄り添うメッセージブック。

遺したい味

平松 洋子 著

淡交社

東京に暮らす平松洋子と京都に暮らす

姜尚美が、自分のまちの「遺したい味」を

教え合った往復書簡。土地を守り、語る

24の店を紹介する。『なごみ』連載「東西

おいしい往復書簡」を加筆修正。

590 720

５９６.０３７９.９

子どもが喜ぶことだけ

すればいい



686 紙の上のタイムトラベル 松本 典久 東京書籍

686 ＪＲフリーきっぷの旅 池口 英司・滝口 雅志 イカロス出版

767 歌う人のためのはじめての解剖学 川井 弘子 誠信書房

772 オーストリア滞在記 中谷  美紀 幻冬舎

786.3 はじめよう！ソロキャンプ 森 風美 山と溪谷社

933 イシ クララとお日さま カズオ　イシグロ 早川書房

933 フィ 消失の惑星(ほし) ジュリア ・フィリップス 早川書房

953 ロジ グレゴワールと老書店主 マルク・ロジェ 東京創元社

Ｅ イシ 男の業の物語 石原  慎太郎 幻冬舎

Ｅ シイ 遺言未満、 椎名  誠 集英社

いつもとちがうことがおきたら オナー・ヘッド 岩崎書店

未来を変えるレストラン 小林 深雪 講談社

Ｍ イ あしたの幸福 いとう みく 理論社

Ｍ ハ ベランダに手をふって 葉山 エミ 講談社

F ビ 見知らぬ友 マルセロ・ビルマヘール 福音館書店

出典：（株）図書館流通センター　　

49

※ 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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61

さくら村は大さわぎ

吉野 万理子 著

さくらの木がたくさん植わっている、さくら

村。それぞれのさくらの木には名前がつい

ています。そんなさくら村では、とんでもな

いことや、笑っちゃうことなど、毎日いろん

なことが起きて…。幸せいっぱいの日常物

語。

私立中学に通う加地隆秋は、家庭教師の

大学生からすすめられるがまま大麻を

吸った。加地の変化に気づいたのは、同じ

クラスのYouTuber・伊佐木周五たちで…。

中学生の薬物依存をテーマにした社会派

ヤングアダルト小説。

朽木 祥 作

小学館 講談社

大学進学を控え、新聞社でコピーボーイ

Ｍ ヨ

ﾃｲｰﾝ

強制終了、いつか再起動

M ク


