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海神の子

川越 宗一 著

文藝春秋

M

カワ

明の海寇を父に、日本人を母に生まれた

福松は、台頭する清に抗い、海に居場所

を求めて闘い続け…。「国性爺合戦」のモ

デルとなった英雄・鄭成功の半生を描く。

『オール讀物』掲載を加筆し書籍化。

あなたにオススメの

本谷 有希子 著

身体に超小型電子機器を複数埋め込む推

子にとって、オフライン志向にこだわるママ

友が子育てに悩む姿は最高のエンターテ

インメントで…。「推子のデフォルト」と「マイ

イベント」を収録。『群像』掲載を書籍化。

薬丸 岳 著

集英社

児童虐待、冤罪事件、パパ活などを独自

取材し、SNSで「ブレイクニュース」として

配信する自称ジャーナリスト・野依美鈴。

誹謗中傷を受けながらも続ける真の目的

とは…。社会派小説。『小説すばる』掲載

を加筆し単行本化。

M

ヤク

絵ことば又兵衛

谷津 矢車 著

文藝春秋

戦国時代末期、母とともに寺で住み込みで

働く又兵衛は、ひとりの絵師と出会い、絵を

描く喜びを知る。しかしある日、母が何者か

に殺されて-。荒木村重一族の生き残りにし

て絵師となった岩佐又兵衛を描く歴史長編。

増島 拓哉 著

M

モト

M

ヤツ

ブレイクニュース

講談社

集英社 M

マス

集団自殺に失敗した若者たちが、過激な「世直し」

を始めた。麻薬の売人狩り、差別団体へのテロ、裁

かれぬ悪人への暴行。やがて彼らの歪んだ正義感

と自己顕示欲はエスカレートしていき…。『小説すば

る』掲載を加筆し単行本化。

トラッシュ

豊能町出身作家の２作目の単行本！



書名 著者名 出版社

Ｍ イオ 仮面 伊岡 瞬 KADOKAWA

Ｍ オオ いつものBarで、失恋の謎解きを 大石 大 双葉社

Ｍ カミ 火車の残花 神永 学 集英社

Ｍ コイ 神よ憐れみたまえ 小池 真理子 新潮社

Ｍ サイ 婿どの相逢席 西條 奈加 幻冬舎

Ｍ ツジ 琥珀の夏 辻村 深月 文藝春秋

Ｍ ツム つまらない住宅地のすべての家 津村 記久子 双葉社

Ｍ ナミ 万事快調(オール・グリーンズ) 波木 銅 文藝春秋

Ｍ バン シャムのサムライ山田長政 幡
ばん

 大介 実業之日本社

Ｍ マツ 疼くひと 松井 久子 中央公論新社

Ｍ マリ まりも日記 真梨 幸子 講談社

Ｍ ヨコ 罪の因果性 横関 大 KADOKAWA

総
記 019 わたしの、本のある日々 小林 聡美 毎日新聞出版

哲
学 124 墨子（ぼくし）よみがえる 半藤 一利 平凡社

210.5 安政コロリ流行記 仮名
　か　　な

垣
がき

 魯
　ろ

文
ぶん

白澤社

289 キタ コブのない駱駝
  らく　 だ

きたやま おさむ
岩波書店
（岩波現代文庫）

291 教養としての日本地理 浅井 建
 けん

爾
　じ

エクスナレッジ

分類

歴
史

日
本
の
小
説

仏華 いのちの荘厳

弓場 洋子 著

本願寺出版社

寺院はもちろん、お仏壇の仏華も自分で整え

てみませんか。季節ごとの身近な花材で立て

た12カ月の仏華とその立て方を、カラー写真

とともに紹介。花留めに用いる込み藁の作り

方など、いけばなの基本も詳しく解説する。

１８８

k.m.p.の、

旅したくてぐるぐる。

k.m.p. 著ブックデザイン

東京書籍

自由に旅に出られないのなら、日々の

生活に旅を取り込もう! 過去の旅の思い

出を4コマ漫画とともに紹介するほか、旅

先の食の再現、「散歩」を「旅」にする工

夫、キャンピングカーやリモートでの旅

の楽しみ方などを紹介する。

２９０



316 14歳から考えたいレイシズム アリ・ラッタンシ すばる舎

327 少年法入門 廣瀬 健二
岩波書店
（岩波新書）

335 フリーランス六法 フリーランスの働き方研究会 青春出版社

336 ジョブ型と課長の仕事 綱島 邦夫
日本能率協会
マネジメントセンター

462 生命海流 福岡 伸一 朝日出版社

480 飼育員さんのすごいこたえ
淡路ファームパーク
イングランドの丘

ワニブックス

480 したたかでいい加減な生き物たち 池田 清彦∥監修・解説 さくら舎

495.4 2021 乳がんの本 高橋 かおる アストラハウス

498.4 2021 「雨ダルさん」の本 佐藤 純 文響社

498.5 2021 まいにちタマゴ タマゴ科学研究会 池田書店

498.5 2021 医者が教える健康断食 ジェイソン・ファン 文響社

519 気候崩壊 宇佐美 誠
岩波書店
（岩波ブックレット）

547 完全図解インターネット技術 日経NETWORK∥編集 日経BP

590 今だから、家事のしくみを、整える 主婦と生活社

593 ゆったりステキな、シニアのワンピース ブティック社

594.3 かぎ針で編む子どものおままごとTOY アップルミンツ

594.9 羊毛フェルトで作る思いやりせっけん 寺西 恵里子 日東書院本社

596.3 ラク旨!無限そうめんレシピ ソーメン二郎∥監修 扶桑社

技
術

社
会

自
然

kanata 著

翔泳社

プレゼンテーションには、相手を意図的

に誘導するための手法が隠されている

ことがある。このような要注意のプレゼ

ン手法や表現である「ダマすプレゼン」

のしくみと、その見破り方を解説する。

キモノリメイクソーイング

塚田 紀子 著

文化学園文化出版局

ラグランスリーブのプルオーバー、スト

レートパンツ、カシュクールワンピース…。

着物本来の形を生かした、直線的でシン

プルなデザインの服作りを提案。着物リメ

イクの手順や、着物のパーツなどについ

ても説明します。

590 720

５９３３３６

ダマすプレゼンのしくみ



産
業 617 おいしいハーブ暮らし12か月 北村 光世 世界文化社

718 完本仏像のひみつ 山本 勉 朝日出版社

754 花づくし折り紙 小林 一夫∥監修 アップルミンツ

779 簡単なのに人を惹き付けるマジック ひろむ KADOKAWA

911.1 基礎からわかるはじめての短歌上達のポイント 高田 ほのか∥監修 メイツユニバーサル
コンテンツ

916 アサ ねぼけノート あさと ひわ 朝日新聞出版

929.13 チョ サハマンション チョ・ナムジュ 筑摩書房

953 プル 『失われた時を求めて』への招待 吉川 一義
岩波書店
（岩波新書）

993 キヴ 蛇の言葉を話した男 アンドルス・キヴィラフク 河出書房新社

Ｅ ハヤ 美女の魔界退治 林 真理子 マガジンハウス

Ｅ ハン 硝子戸のうちそと 半藤 末利子 講談社

博物館のバックヤードを探検しよう! DK社∥編 河出書房新社

Ｍ ク 友だちは図書館のゆうれい 草野 あきこ 金の星社

Ｍ ス あいがあれば名探偵 杉山 亮 偕成社

Ｍ ヤ 先生、感想文、書けません！ 山本 悦子 童心社

F ス コレットとわがまま王女 ルイス・スロボドキン 瑞雲舎

F リ スパイ・バレリーナ ヘレン・リプスコム 早川書房

出典：（株）図書館流通センター　　
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※ 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

文
学

エ
ッ
セ
イ

さよならのたからばこ

升井 純子

生まれ育った島を出て、明日、東京へ引っ

越す小学2年の美波。昨日のお別れ会に

来なかった、同級生の洋生にばったり会っ

た美波は…。いつも一緒に遊んでいた友だ

ちとさよならするための大事な一日を描く。

直大にとって中学のスタートは大きな壁。

そんな彼に「Fができるようになったら、教

えてやるよ」と7歳年上の兄がギターをくれ

た。ギターコードを覚え始めると、クラスの

カイトが「バンドできんじゃない」と言いだし

て…。

長崎 夏海

理論社 文研出版

大学進学を控え、新聞社でコピーボーイ

Ｍ マ

ﾃｲｰﾝ

Ｆができない

Ｍ ナ


