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にぎやかな落日

朝倉 かすみ 著

光文社

コンビニのベトナム人店員が就活連敗中の

理系大学生に見せた驚きの姿、シングルマ

ザーが聞いた深海の話、原発の下請け会社

を辞めて一人旅する男…。科学の揺るぎない

真実が人知れず傷ついた心を救う5篇の物

語を収録する。

M

アサ

八月の銀の雪

伊与原 新 著

新潮社

北海道で独り暮らしをするおもちさん、83歳。

不安と苛立ちと寂しさと、懐かしさと後悔と

ほんのちょっとの幸せと…。ひとりの老女の

内面に寄り添った、人生最晩年の物語。『小

説宝石』等掲載に書き下ろしを加えて書籍

化。

M

イヨ

曲亭の家

当代一の人気作家・曲亭(滝沢)馬琴の息

子に嫁いだお路。横暴な舅、病持ち・癇癪

持ちの夫と姑…。修羅の家で作家の深い

業に振り回されながらも、お路は己の道

を切り開いていき…。書き下ろし長篇。

M

サイ

破天荒

高杉 良 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?

三浦 しをん 著

双葉社

のどかでさびれた温泉街に暮らす高校2

年生の怜は、複雑な家庭の事情、迫りく

る進路選択、自由奔放な友人たちに振り

回される日々を送っている。そんななか、

博物館から縄文式土器が盗まれ…。『小

説推理』連載に加筆・修正。

M

ミウ

白鯨

夢枕 獏 著

KADOKAWA

太平洋を漂流した後のジョン万次郎は、米

国の捕鯨船に救われた。自分の片足を食

いちぎった伝説の白鯨“モービィ・ディック”

の捕獲に執念を燃やす船長・エイハブは、

ジョン万次郎を巻き込み…。『高知新聞』連

載を単行本化。

西條 奈加 著

M

タカ

M

ユメ

エレジーは流れない

新潮社角川春樹事務所



書名 著者名 出版社

Ｍ イノ 百合中毒 井上 荒野 集英社

Ｍ オオ 悪魔には悪魔を 大沢 在昌 毎日新聞出版

Ｍ クサ MR 久坂部 羊 幻冬舎

Ｍ サエ 初詣で 佐伯 泰英 文藝春秋

Ｍ シュ ブックキーパー脳男 首藤
しゅどう

 瓜
うり

於
お

講談社

Ｍ シン われらの世紀 真藤
しんどう

 順
じゅん

丈
じょう

光文社

Ｍ トオ 緑陰
りょくいん

深きところ 遠田 潤子 小学館

Ｍ ヒガ 白鳥とコウモリ 東野 圭吾 幻冬舎

140 宗教と科学の接点 河合 隼雄
岩波書店
(岩波現代文庫)

159 人間の器 丹羽 宇一郎 幻冬舎

210.4 戦乱と政変の室町時代 渡邊 大門∥編 柏書房

227 イスラーム文明とは何か 塩尻 和子 明石書店

289 コシ コシノジュンコ56の大丈夫 コシノ ジュンコ 世界文化社

289 スガ 菅義偉の正体 森 功 小学館

289 トク 徳川家康 藤井 讓治 吉川弘文館

291 歩く地図京都散歩　2022 成美堂出版

291 ドローン空撮で見えてくる日本の地理と地形 藤田 哲史 実業之日本社

日
本
の
小
説

分類

歴
史

哲
学

百名山以外の名山50

深田 久弥 著

河出書房新社

礼文岳、恐山、守門山、黒姫山、桜島山など、

「日本百名山」で紹介しきれなかった北海道

から九州までの名峰50を紹介し、紀行文で綴

る。地図、写真も収録。「春雨の山」を追補し

た新装版。

２９１

フランスの小さくて

温かな暮らし365日

荻野 雅代・桜井 道子著

自由国民社

フランスに住む人たちの何気ない習慣、

暮らしに欠かせない食べ物、ふとした幸

せ…。365日のフランスの普段の顔を、1

日1頁で写真とともに紹介。日々を丁寧

に暮らしたい人へのヒントが盛りだくさん。

２９３



304 今を生き抜くための池上式ファクト46 池上 彰 文藝春秋

312 オードリー・タンの思考 近藤 弥生子 ブックマン社

312 主権者のいない国 白井 聡 講談社

317 完落ち   警視庁捜査一課「取調室」秘録 赤石 晋一郎 文藝春秋

368 いやです、だめです、いきません 清永 奈穂 岩崎書店

368 キツネ目  グリコ森永事件全真相 岩瀬 達哉 講談社

410 子どもの算数、なんでそうなる? 谷口 隆 岩波書店

488 草木鳥鳥文様（くさきとりどりもんよう） 梨木 香歩ほか 福音館書店

493.1 2021 血糖値を下げる献立 オレンジページ

493.7 2021 父と娘の認知症日記 長谷川 和夫 中央法規出版

494.8 2021 薬に頼らずアトピーを治す方法。 宇井 千穂 アチーブメント出版

494.9 2021 夜間頻尿朝までぐっすり!自宅ケアBOOK 主婦と生活社ライフ・ケア編集部∥編 主婦と生活社

519 身近な環境・生活のホントがよくわかる本 浦野 紘平・ 浦野 真弥 オーム社

588 厳選日本酒手帖 山本 洋子 世界文化社

590 ひっそり暮らし なち 大和書房

594.2 ブルガリア刺繡 山美 イレン 誠文堂新光社

596 保存食と自家製レシピ 黒田 民子 主婦の友社

599 だいじょうぶ、絵本があります 安藤 宣子 海鳥社

技
術

社
会

自
然

木村 泰子 著

家の光協会

対話の目的は何なのか、どうすれば対

話が成立するのか。45年間教育の現場

で子どもたちと対話を重ねてきた著者に

よる、親と子のコミュニケーション論。子

どもとの関係に悩む大人に、子どもとの

関わり方で大切なことを伝える。

京つけもの西利の

おいしいレシピ

京つけもの西利 著

ブティック社

おつまみからサラダ、メインのごちそう、

ご飯、麵、パン、スイーツまで、「京つけも

の西利」の漬物や甘麴を使ったおいしい

レシピを紹介します。日本の食卓と乳酸

菌のおはなしも掲載。

590 720

５９６.３３７０

「ほんとのこと」は、

親にはいえない



627 植物と暮らす12カ月の楽しみ方 ガーデンストーリー KADOKAWA

629 庭にほしい木と草の本 草木屋 農山漁村文化協会

726 ぼく モグラ キツネ 馬 チャーリー・マッケジー 飛鳥新社

783.7 あの夏の正解 早見 和真 新潮社

786.3 はじめてのキャンプforファミリー 昭文社

911.4 シルバー川柳  明日があるさ編 みやぎシルバーネット∥編 河出書房新社

916 スギ 3人で親になってみた 杉山 文野 毎日新聞出版

929 チョ ミカンの味 チョ・ナムジュ 朝日新聞出版

943 ヘス レストラン「ドイツ亭」 アネッテ・ヘス 河出書房新社

949 オウ 花の子ども オイズル・アーヴァ・オウラヴスドッティル 早川書房
エ

ッ
セ
イ

Ｅ サト ベンチの足 佐藤 雅彦 暮しの手帖社

おとなを動かす悩み相談クエスト 山崎 聡一郎∥監修 小学館

富士山のまりも 亀田 良成 福音館書店

Ｍ コ サステナブル・ビーチ 小手鞠 るい さ・え・ら書房

Ｍ ハ ろくぶんの、ナナ 林 けんじろう 岩崎書店

Ｍ ヨ 夜明けをつれてくる犬 吉田 桃子 講談社

F ヘ 春のウサギ ケヴィン・ヘンクス 小学館

出典：（株）図書館流通センター　　

37

※ 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

文
学

47

社会を変えた50人の

女性アーティストたち

井上 祐紀 著

女性が芸術作品を創り出すことが当たり

前ではない時代があった-。常識や古い価

値観にしばられず、自分自身を自由に力

強く表現した世界の50人の女性アーティス

トを、チャーミングなイラストとともに紹介

する。

なぜかいつもイライラする、学校に行く意

味がわからない、コロナで目標がなくなっ

た…。精神科医が、様々な悩みに答え、問

題解決の手段としての休み方を提案する。

実践ワークや見守る大人たちへのアドバ

イスも掲載。

レイチェル・イグノトフスキー 著

野中 モモ 訳

創元社
KADOKAWA

大学進学を控え、新聞社でコピーボーイ

４９

ﾃｲｰﾝ

学校では教えてくれない

自分を休ませる方法

７０


