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白石 一文 著

講談社

名香子はある日、肺がんの診断を受けた

夫から、好きな人ができたのでその人と

治療すると告げられる。呆然とする名香

子だったが、事態は思いもかけぬ方向へ

と進んでいき…。コロナ禍の家族を描く。

『小説現代』掲載を単行本化。

M

シラ

Phantom（ファントム）

羽田 圭介 著

文藝春秋

未来を案じて株取引に打ち込む華美。一方、

恋人の直幸は、あるオンラインコミュニティ

活動にのめり込んでゆく。そのアップデート

された物々交換の世界は、今の金融システ

ムを壊せるのだという…。『文學界』掲載を

書籍化。

M

ハダ

我が産声を聞きに

二・二六事件の死刑囚が語る蹶起の真相。

西安事件の被告人が訴える叛乱の首謀者。

日本と中国の運命を変えた2つの兵乱には、

いかなるつながりがあったのか-。軍事法廷ミ

ステリー。『小説現代』掲載を書籍化。

兵諌（へいかん）

浅田 次郎 著

講談社

M

アサ

白 光

明治5年、絵師になるため故郷の笠間(茨

城)を飛び出した山下りん。己に西洋画の

素質があることを知り、工部美術学校に

入学を果たし…。日本人初のイコン画家・

山下りんの波瀾の生涯を力強く描く。

『オール讀物』掲載に加筆。

M

アサ

朝井 まかて 著

文藝春秋

噂を売る男

梶 よう子 著

藤岡屋由蔵が古本販売を隠れ蓑に売って

いたのは、裏が取れた噂や風聞の類。あ

る日、シーボルト事件に絡む騒動で、由蔵

の手下が命を落とす。由蔵は真実を暴くた

め動き始めるが…。『文蔵』連載を改題、加

筆・修正。

M

カジ

PHP研究所

たまごの旅人

近藤 史恵 著

実業之日本社

M

コン

念願かなって、海外旅行の添乗員になっ

た遙。アイスランド、スロベニア、パリ、西

安で、ツアー参加者それぞれの特別な

瞬間に寄り添う。ところが2020年、予想

外の事態が-。『Webジェイ・ノベル』掲載

を単行本化。



書名 著者名 出版社

Ｍ アイ invert（インヴァート ） 相沢 沙呼 講談社

Ｍ アソ QUEEN（クイーン） 麻生 幾 角川春樹事務所

Ｍ キタ 黙示　　 チンギス紀 11 北方 謙三 集英社

Ｍ クボ 朔
さく

が満ちる 窪 美澄 朝日新聞出版

Ｍ シズ 霧をはらう 雫井 脩介 幻冬舎

Ｍ シマ 星のように離れて雨のように散った 島本 理生 文藝春秋

Ｍ タカ 水たまりで息をする 高瀬 隼子 集英社

Ｍ チネ 硝子の塔の殺人 知念 実希人 実業之日本社

Ｍ チバ オーバーヒート 千葉 雅也 新潮社

Ｍ フル さよならの夜食カフェ 古内 一絵 中央公論新社

Ｍ マナ もしも徳川家康が総理大臣になったら 眞邊 明人
　ま　なべ　　　あきひと

サンマーク出版

Ｍ ヤズ ミラーワールド 椰月 美智子 KADOKAWA

総
記 069 東京マニアック博物館 町田 忍∥監修 メイツユニバーサル

コンテンツ

哲
学 146 認知行動療法で「なりたい自分」になる 高井 祐子 創元社

210.0 365日でわかる日本史 八幡 和郎 清談社Publico

289 カト 九十歳のラブレター 加藤 秀俊 新潮社

290 世界なんでもランキング 地球の歩き方編集室 地球の歩き方

分類

歴
史

日
本
の
小
説

年輪で読む世界史

バレリー・トロエ 著

築地書館

樹木の年輪と年輪パターンを利用した年輪年

代に基づいて寒暖、旱魃といった気候を復元

し、考古学、環境学、社会史学などとも連携

する年輪年代学の初歩と応用を易しく論じる。

世界各地でのフィールドワークのエピソードも

収録。

２０２

「満洲」夢のあとさき

建石 一郎 著

論創社

学生との生活から実感した深刻な民族

差別、経済格差。朝鮮族の日本語教育、

中国の教育制度-。中国東北部、吉林省

長春市の東北師範大学に日本語教師と

して赴任した著者が、日々の出来事や、

旧満洲国の実態などを描く。

２９２



319 日韓関係史 木宮 正史
岩波書店
（岩波新書）

336 まるわかり!電子印鑑 白秋社編集部∥編 白秋社

367.7 おひとりさまの終活 神田 紀久男 現代書林

369.1 ケアマネジャーはらはら日記 岸山 真理子 三五館シンシャ

369.3 免疫力アップレシピ 今泉 マユ子 清流出版

371 トラウマ返し　子どもが親に心の傷を返しに来るとき 小野 修 黎明書房

404 名随筆で学ぶ英語表現 寺田 寅彦 岩波書店
(岩波科学ライブラリー)

493.9 2021 サリドマイド 栢
かや

森
もり

 良二
PHPエディターズ・
グループ

494.9 2021 これが知りたかった血液透析Q&A 水口 潤∥総監修
バリュー
プロモーション

496.6 2021 耳が遠くなった?と思ったら読む本 市村 恵一 マガジンハウス

497.6 2021 咬み合わせが気になったら読む本 齋藤 幸彦 セルバ出版

498.4 2021 電磁波過敏症を治すには 加藤 やすこ 緑風出版

538 人類がもっと遠い宇宙へ行くためのロケット入門 小泉 宏之 インプレス

590 60歳からのお楽しみ生活 中山 庸子 海竜社

592 なんでも自分で修理する本 片桐 雅量 宝島社

593 初めてでも作れる!ハンドメイドの帽子BOOK mameco ブティック社

593 手で編むみんなの布ぞうり 小石 正子 河出書房新社

596.6 はじめまして韓国カフェスイーツ 福本 美樹 家の光協会

技
術

社
会

自
然

藤井 旭 著

誠文堂新光社

初めて星空観察をする人にもわかりや

すいよう、夏の夜空で実際に見ることの

できる代表的な星座について、豊富な

イラストや写真でくわしく解説する。星の

基本や豆知識も掲載。

くたびれないごはんづくり

婦人之友社編集部∥編

婦人之友社

包丁や火を使わないレシピ、冷凍野菜を

利用した料理、数日間の献立を助けてく

れるつくりおき、パパっとつくれるかんた

んスイーツ…。くたびれない料理のアイデ

アとレシピを紹介。『明日の友』の料理記

事を基に新レシピを追加。

590 720

５９６４４３

星空教室



産
業 686 阪神電気鉄道沿線アルバム 辻 良樹∥解説

アルファベータ
ブックス

757 散歩が楽しくなる日本の色手帳 日本色彩学会∥監修 東京書籍

786.3 キャンプでしたい100のこと フィグインク∥編 西東社

911.3 ナツ 夏井いつきの俳句道場 夏井 いつき NHK出版

911.4 まだまだ健康川柳 近藤 勝重 幻冬舎

912 ヤマ 山崎正和の遺言 片山 修 東洋経済新報社

915 アン 日本の原風景 安野 光雅 山川出版社

916 ゴシ 薬を食う女たち 五所 純子 河出書房新社

953 ベス ベケット氏の最期の時間 マイリス・ベスリー 早川書房

Ｅ アガ アガワ流生きるピント 阿川 佐和子 文藝春秋

Ｅ タカ 「ことば」に殺される前に 高橋 源一郎 河出書房新社

子どもテツガク 小川 仁志 主婦の友社

雲と雨の大研究 荒木 健太郎∥監修 PHP研究所

Ｍ ム みんなのためいき図鑑 村上 しいこ 童心社

Ｍ モ ようかいじいちゃんあらわる 最上 一平 新日本出版社

Ｍ ハ 夏休みルーム はやみね かおる 朝日新聞出版

F ス 森の王さまキング・クー アダム・ストーワー 小峰書店

出典：（株）図書館流通センター　　

10

※ 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

45

文
学

エ
ッ
セ
イ

わたしは夢を見つづける

澤井 智毅∥監修

オハイオで生まれたが、わたしの血管の

中にはサウスカロライナの物語も流れて

いる。自由を求めて爆発していた南部。わ

たしたちには好きなところへ出かけたり、

夢を見たりする権利がある-。明日への希

望をリリカルに描く。

どこでも発電マン、サンゴ礁増殖家、3D大

工さん…。これからの働き方や、未来に生

まれるかもしれない仕事を紹介。新しい

チームワークの時代に必要となる自分と

仲間の強みを発見する方法も解説する。

書き込みシートあり。

ジャクリーン・ウッドソン∥作

小学館 講談社

大学進学を控え、新聞社でコピーボーイ

３６

ﾃｲｰﾝ

SDGsでわかる

今ない仕事図鑑ハイパー

Ｆ ウ


