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泳ぐ者

青山 文平 著

新潮社

時は幕末。鉄砲同心とは名ばかりの、つつじ

の栽培に精を出す武家があった。喧嘩も笑

いも絶えない一家は、大小様々な事件に巻

き込まれて…。温かなお江戸家族小説。『青

春と読書』掲載を加筆・修正し単行本化。

M

アオ

本日も晴天なり

梶 よう子 著

集英社

離縁して3年半経つのに、なぜ女は前夫を

刺したのか。徒目付の片岡直人は、調べの

末「真相」を確信するが、最悪の事態に。折

も折、毎日決まった時刻に大川を泳ぐ男が

いるという奇妙な噂が…。『小説新潮』連載を

単行本化。

M

カジ

クメールの瞳

兼業カメラマンの平山北斗が、恩師・樫野

教授から「預けたいものがある」との電話

を受けて数日後、教授は不審死を遂げた。

友人や教授の娘と遺品整理をした北斗が

みつけたのは…。トレジャーハント・ミステ

リー。

M

サイ

なごり雪

新堂 冬樹 著

スイスの湖畔で運命的に出会った、トップ

モデルの海斗とファッションライターの古都。

似た者同士の2人は惹かれ合うが、海斗が

事故で半身不随となってしまう。死を望む

海斗と、生を望む古都。2人が選んだ「最

愛」の結末は?

瀬尾 まいこ 著

集英社

ミュージシャンへの夢を捨てきれず怠惰

な日々を送る宮路は、演奏に訪れた老人

ホームで、神がかったサックスの音を耳

にする。吹いていたのは介護士・渡部

だった。ホームに通い始めた宮路は…。

『小説すばる』連載を加筆・修正。

M

セオ

道をたずねる

平岡 陽明 著

小学館

地図会社の調査員・合志俊介の仕事は、日

本各地の家の表札を一軒ずつ書き留める

こと。俊介には、15歳になる年に誓いを立

てた、二人の幼馴染がいて…。地図づくりに

生涯を捧げた男たちの物語。『週刊ポスト』

掲載に加筆修正。

斉藤 詠一 著

M

シン

M

ヒラ

その扉をたたく音

KADOKAWA講談社



書名 著者名 出版社

Ｍ アサ 正欲 朝井 リョウ 新潮社

Ｍ アサ 花下（かか）に舞う あさの あつこ 光文社

Ｍ キタ 星芒（せいぼう） チンギス紀１０ 北方 謙三 集英社

Ｍ コン 大義 今野 敏 徳間書店

Ｍ サト 日蓮 佐藤 賢一 新潮社

Ｍ チネ 傷痕（きずあと）のメッセージ 知念 実希人 KADOKAWA

Ｍ ナカ ムーンライト・イン 中島 京子 KADOKAWA

Ｍ ヒガ どの口が愛を語るんだ 東山 彰良 講談社

Ｍ ヒガ 新謎解きはディナーのあとで 東川 篤哉 小学館

Ｍ フジ きみの傷跡 藤野 恵美 KADOKAWA

Ｍ ミナ ドキュメント 湊 かなえ KADOKAWA

Ｍ ミヤ 魂手形（たまてがた） 宮部 みゆき KADOKAWA

019 時代を撃つノンフィクション100 佐高 信
岩波書店
(岩波新書)

070 被災地のジャーナリズム 寺島 英弥 明石書店

哲
学 147 無心セラピー 辛酸

 しん　さん

 なめ子 双葉社

204 歴史を変えた自然災害 ルーシー・ジョーンズ 原書房

210.0 方法としての史学史 成田 龍一
岩波書店
(岩波現代文庫)

289 パル ぼくがアメリカ人をやめたワケ ロジャー・パルバース
集英社
インターナショナル

分類

日
本
の
小
説

歴
史

総
記

伝える技術はこうみがけ!

新庄 秀規 著 ・ 藤山 純久 著

中央公論新社

『読売KODOMO新聞』創刊10年を機に、若者

向け媒体を担当した記者が「分かりやすい」

「面白い」「役に立つ」記事の書き方について

まとめる。「数字と情報量はとことん絞れ」な

ど、学生や社会人に使えるノウハウが満載。

０７０

地図でスッと頭に入る三国志

渡邉 義浩∥監修

昭文社

歴史を超え、壮大なドラマとして紡がれ

る「三国志」。正史に沿っておおまかな流

れを、わかりやすい地図やイラストを交

えてやさしく解説。名将・名臣たちの群

雄相関図も掲載する。

２２２

読売KODOMO新聞・読売中高生新聞の現場から



323 井上ひさしの憲法指南 井上 ひさし
岩波書店
(岩波現代文庫)

324 Ｑ＆Ａでわかる！デジタル遺産の相続 笹川 豪介ほか きんざい

365 狙われる18歳!?
日本弁護士連合会消費者
問題対策委員会

岩波書店
(岩波ブックレット)

366 ハラスメント大全 野原 蓉子∥監修 青春出版社

369.2 おひとりさま介護 村田 くみ 河出書房新社

369.3 地震に備えるスマートサバイバル読本 徳間書店

377 就職活動１冊目の教科書 就活塾キャリアアカデミー KADOKAWA

385 墓じまい・改葬ハンドブック 大橋 理宏∥監修 主婦の友社

404 文化としての科学/技術 村上 陽一郎
岩波書店
(岩波現代文庫)

429 「ニュートリノと重力波」のことが一冊でまるごとわかる 郡
こおり

 和範 ベレ出版

470 子どもの観る目をはぐくむ植物探検ブック! 小泉 昭男 かもがわ出版

493.1 2021 花粉症と人類 小塩
　

 海平
かいへい 岩波書店

(岩波新書)

510 世界の地下都市大解剖 マーク・オーブンデン
日経ナショナル
ジオグラフィック社

521 パーツから考える戦国期城郭論 西股 総生
　　　　　　　　　ふさ　お

ワン・パブリッシング

543 私が原発を止めた理由 樋口 英明 旬報社

593 きものの不安をスッキリ解決! 高橋 和江 河出書房新社

596 わたしが「太らない」理由。 オレンジページ

599 孫育ての新常識 小屋野 恵
メイツユニバーサル
コンテンツ

技
術

自
然

社
会

津田 雄一 著

宝島社

“誤差60cm”奇跡のタッチダウン、生命

の起源に迫るサンプル採取…。「はや

ぶさ2」のプロジェクトリーダーが、プロ

ジェクトの全体像と「はやぶさ2」、運用

チームの奮闘をわかりやすく伝える。

「こちはや漫画版」も掲載。

春夏美しい大人の編みもの

棒針編みとかぎ針編みのウエアとこもの27点

ブティック社

美しいパイナップル模様が魅力の涼やか

なプルオーバー、松編みのブリムがかわ

いい帽子、メリヤス細編みのショルダー

バッグ…。棒針編みとかぎ針編みの春夏

ウエアとこものを紹介します。

590 720

５９４.３５３８

はやぶさ2の宇宙大航海記



612 最新日本の農業図鑑 八木 宏典∥監修 ナツメ社

615 農家が教える草刈り・草取りコツと裏ワザ 農文協∥編 農山漁村文化協会

721 鳥獣戯画のヒミツ 宮川 禎一 淡交社

763 初心者のためのドラム講座 自由現代社編集部∥編著 自由現代社

言
語 811 難読漢字の奥義書 円満字 二郎 草思社

933 キン アウトサイダー  上・下 スティーヴン・キング 文藝春秋

933 マー 断絶 リン・マー 白水社

973 ピッ ミシンの見る夢 ビアンカ・ピッツォルノ 河出書房新社

Ｅ イジ 大人の流儀  １０ 伊集院  静 講談社

Ｅ ヤマ むしろ、考える家事 山崎 ナオコーラ KADOKAWA

きみにもできる!よりよい世界のつくりかた ケイリー・スウィフト 廣済堂あかつき

鳥になった恐竜の図鑑 真鍋 真∥監修 学研プラス

Ｍ コ ひかる石のおはなし 小手鞠 るい あかね書房

Ｍ タ わたし、パリにいったの たかどの ほうこ のら書店

F ベ ロサリンドの庭 エルサ・ベスコフ あすなろ書房

※ 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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出典：（株）図書館流通センター　　
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日本庭園を楽しむ絵本

濱野 京子 著

庭を通して、日本の伝統が楽しく学べるユ

ニークな絵本。日本庭園の種類はもちろ

ん、歴史や鑑賞方法など、知っておきたい

ポイントを、イラストでわかりやすく紹介し

ます。日本の美しい庭マップあり。

裕福な家に生まれ進学校に通う優弥と、

底辺校に通いつつアルバイトにいそしむ

稀星。優弥はある日、からまれていたとこ

ろを稀星に助けられる。二人は惹かれ

あっていくが…。格差社会のラブストーリー。

大野 八生 作

あすなろ書房 偕成社

大学進学を控え、新聞社でコピーボーイ

Ｍ ハ

ﾃｲｰﾝ

野原できみとピクニック

６２


