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死にたがりの君に贈る物

綾崎 隼 著

ポプラ社

朝鮮出兵は歴史的快挙か、天下の愚策か-。

わずか6年半だけの主都となった名護屋を舞

台に繰り広げられた、天下人・秀吉の最期の

仕事と人間ドラマを描く。『サンデー毎日』連

載に加筆修正して単行本化。

M

アヤ

なぜ秀吉は

門井 慶喜 著

毎日新聞出版

熱狂的なファンを持つ小説家・ミマサカリオ

リ。しかし、人気シリーズの完結目前、イン

ターネット上で訃報が告げられた。やがて山

中の廃校に集まった7人の男女が、或る小

説になぞらえて共同生活を送ることに…。青

春ミステリ。

M

カド

ファウンテンブルーの

魔人たち

小説家の前沢倫文が恋人と暮らす新宿

区のタワーマンションで、米露中の要人

が立て続けに不可解な死を遂げた。倫文

は死の謎を追うが…。アダムとイブ以来の

繁殖形態に挑む、白石一文版黙示録。

『週刊新潮』連載を単行本化。

M

シラ

神さまのいうとおり

谷 瑞恵 著

社を辞めて主夫になった父親。そんな父親

が恥ずかしい思春期の娘。何も相談してく

れない夫との関係に悩む母親。一家は曾

祖母の住む田舎に引っ越すことになり…。

中村 文則 著

朝日新聞出版

占いを信じていない占い師、そして客を

翻弄する違法カジノのディーラーでもある

「僕」はある組織から依頼され、正体を隠

して奇妙な資産家の顧問占い師になるが

…。『朝日新聞』連載に加筆して単行本化。

M

ナカ

風は山から吹いている

額賀 澪 著

二見書房

高校時代にスポーツクライミング部で名を

馳せた岳。大学では変人と噂される登山部

部長につかまり、幾度か一緒に山を登った。

岳のスマホに高校時代のコーチから無言電

話が入った翌日、コーチが滑落死したと知

らされ…。

白石 一文 著

M

タニ

M

ヌカ

カード師

幻冬舎新潮社



書名 著者名 出版社

Ｍ アオ スカイツリーの花嫁花婿 青柳 碧
 あい

人
　と

光文社

Ｍ アシ 神の悪手（あくしゅ） 芦沢 央
 よう

新潮社

Ｍ オン 薔薇のなかの蛇 恩田 陸 講談社

Ｍ カツ 終活の準備はお済みですか? 桂 望
のぞ

実
　み

KADOKAWA

Ｍ サト 最終飛行 佐藤 賢一 文藝春秋

Ｍ サワ 星落ちて、なお 澤田 瞳子 文藝春秋

Ｍ シガ 博覧男爵 志川 節子 祥伝社

Ｍ シン 空の王 新野 剛志 中央公論新社

Ｍ テラ 声の在りか 寺地 はるな KADOKAWA

Ｍ ヒラ 本心 平野 啓一郎 文藝春秋

Ｍ フル 最高のアフタヌーンティーの作り方 古内 一絵 中央公論新社

Ｍ ムラ 姉の島 村田 喜代子 朝日新聞出版

総
記 007 エクセル方眼紙で文書を作るのはやめなさい 四

　し

禮
れい

 静子 技術評論社

哲
学 180 ブッダが説いた幸せな生き方 今

 いま

枝
えだ

 由郎
岩波書店
（岩波新書）

204 歴史を活かす力 出口 治明 文藝春秋

210.0 日本歴史地図 「日本歴史地図」編集室
メイツユニバーサル
コンテンツ

289 シマ 語られた歴史島津斉彬 安川 周作 南方新社

分類

歴
史

日
本
の
小
説

アーミッシュの老いと終焉

堤 純子 著

未知谷

自分らしく老い、自分らしい最期を迎えるに

は? アーミッシュの人々とその生活を長年調

査してきた著者が、皆がそれぞれの場所で、

それぞれの役割を果たすアーミッシュの高齢

者たちの生き方と考え方を詳細に紹介する。

１９８

社会問題に挑んだ人々

川名 英之 著

花伝社

感染症、地球温暖化、公害、核兵器、難

民、人種差別、政治的分断…。人類を脅

かす危機に立ち向かった“偉人”たちは、

その困難な道をいかに切り拓いたか。よ

りよい社会を実現するために積極的に

行動した18人の軌跡を辿る。

２８０



304 この国の希望のかたち 伊勢 雅臣 グッドブックス

365 マンション管理員オロオロ日記 南野 苑生 三五館シンシャ

367.7 老いの福袋 樋口 恵子 中央公論新社

369.2 地域で取り組む高齢者のフレイル予防
医療経済研究
社会保険福祉協会∥監修 中央法規出版

377 大学は何処へ 吉見 俊哉
　　　　　　　　　しゅんや 岩波書店

（岩波新書）

388 幻獣とモンスター タム・オマリー 創元社

420 宇宙の見え方が変わる物理学入門 小林 晋平 ベレ出版

431 図解身近にあふれる「元素」が3時間でわかる本 左巻 健男∥編 明日香出版社

457 日本のアンモナイト 大八木 和久 築地書館

490.1 2021 もしあと1年で人生が終わるとしたら? 小澤 竹俊 アスコム

498.3 2021 老けない人は何が違うのか 山岸 昌一 合同フォレスト

498.5 2021 カラダにやさしいコンビニごはん100 平澤 芳恵 小学館

530 世界で一番美しい「もの」のしくみ図鑑 セオドア・グレイ 創元社

538 るるぶ宇宙 林 公代∥監修 JTBパブリッシング

590 MONOQLOホームセンター活用大全  2021 晋遊舎

590 ひとり暮らし月15万円以下で毎日楽しく暮らす すばる舎編集部 すばる舎

596.0 家族の味 平野 レミ ポプラ社

596.3 ウー・ウェンの100gで作る北京小麦粉料理 ウー・ウェン 高橋書店

技
術

社
会

自
然

久野 譜也 監修

NHK出版

何歳からでも筋肉は増やせる! 自分の

体重だけでできて、体や脳、気持ちも

“若返る”筋トレを紹介。筋トレの効果を

上げる食事などについても解説する。コ

ピーして使える筋トレ記録表、「筋トレ」

ロングポスター付き。

野菜まるごと冷凍レシピ

沼津 りえ 著

主婦の友社

下処理なしでポリ袋に入れて冷凍室へ。

うまみが凝縮され、鮮度もキープできる! 

野菜まるごと冷凍法とその効果、冷凍し

た野菜の扱い方、冷凍野菜だからこそお

いしくできる料理などを余すことなく紹介

する。

590 720

５９６.３４９８．３
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70・80・90歳の“若返り”筋トレ



産
業 666 宇宙マグロのすしを食べる 山本 俊政 旬報社

778 キシ岸惠子自伝 岸 惠子 岩波書店

783.5 勝てる!理系なテニス 田中 信弥 日本文芸社

言
語 813 比べて愉しい国語辞書ディープな読み方 ながさわ 河出書房新社

911.5 タニ どこからか言葉が 谷川 俊太郎 朝日新聞出版

916 サク 東京ディストピア日記 桜庭 一樹 河出書房新社

933 ヴィ 少女と少年と海の物語 クリス・ヴィック 東京創元社

953 ルメ 僕が死んだあの森 ピエール・ルメートル 文藝春秋

989 ツィ シブヤで目覚めて アンナ ・ツィマ 河出書房新社

Ｅ カイ くらすたのしみ 甲斐 みのり mille books

Ｅ ソノ ひとりなら、それでいいじゃない。 曽野 綾子 ポプラ社

聞かせて、おじいちゃん 横田 明子 国土社

カブトムシの音がきこえる 小島 渉∥文 福音館書店

Ｍ キ しんぱいせんせい 北川 チハル 佼成出版社

Ｍ サ あしたもオカピ 斉藤 倫
りん

偕成社

Ｍ モ すみれちゃんとようかいばあちゃん 最上 一平 新日本出版社

F ヘ 海を見た日 M・G・ヘネシー 鈴木出版

出典：（株）図書館流通センター　　

31

※ 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

48

文
学

エ
ッ
セ
イ

はなの街オペラ

山崎 圭一 監修

時は、大正時代。東京に奉公に出て、ひょ

んなことから歌のレッスンを受けることに

なったはなは、次第にオペラに関心をもつ

ようになり…。困難な状況にある人々が、

逆境のなかでも、音楽の力を信じ、明日へ

進んでいく物語。

織田信長、徳川家康から、渋沢栄一、北

条政子まで、日本史の重要人物100人を

取り上げ、代表的な出来事をそのときの

年齢とともにイラストで紹介。残したとされ

る言葉や、経歴、偉業、功績なども掲載す

る。

森川 成美

くもん出版 宝島社

大学進学を控え、新聞社でコピーボーイ

２８１

ﾃｲｰﾝ

偉人たちの人生図鑑

M モ


