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玉岡 かおる 著

新潮社

播州高砂の漁師から身を起こし、大胆不

敵な船乗りとして名を揚げた松右衛門。

海商にのし上がり、やがて北前船の帆を

革命的に改良して、江戸海運を一変させ

…。知られざる快男児を活写する長編歴

史小説。

M

タマ

ゴースト・ポリス・ストーリー

横関 大 著

講談社

渋谷署の刑事だった俺、長島日樹は、血の

繫がらない妹・聖奈への叶わぬ恋心を抱い

たまま何者かに刺し殺された。聖奈は仇を

とろうと刑事になり、一方の俺は内通者の

疑いをかけられ、そして幽霊のセブンルー

ルに戸惑っていた…。

M

ヨコ

帆神

洋菓子店を閉じるはめになった白井の前に、

常連客だったマダムが現れた。次の借主が

決まるまで厨房を貸して欲しいという。そこで

彼女が始めたのは、「悩みがあること」が参

加条件という風変わりなお菓子教室で…。

バニラな毎日

賀十 つばさ 著

幻冬舎

M

カト

みとりねこ

猫の浩太は、一家の長男・浩美と生まれ

たときからずっと一緒。いつも醬油にひた

した肉球で、テーブルクロスにハンコをペ

タペタ。そのわけは…。表題作をはじめ、

旅猫リポート外伝「ハチジカン」など猫を

めぐる全7編を収録。

M

アリ

有川 ひろ 著

講談社

地中の星

門井 慶喜 著

誰もが不可能だと嗤った地下鉄計画。大

隈重信のもとに押し掛け、渋沢栄一を口説

き、資金も経験もゼロから東京に地下鉄を

誕生させた早川徳次と技術者たちの熱き

闘いを描く。『yomyom』連載を単行本化。

M

カド

新潮社

アイスクライシス

笹本 稜平 著

徳間書店

M

ササ

資源探査会社に勤める郷田は、海底油

田の探査のために北極の基地にいた。

ある日、北極海の水中で核実験が行わ

れる。そのことを知らない郷田たちは、い

つの間にかマイナス40度の世界で孤立

して…。『読楽』連載を加筆修正。

かとう



書名 著者名 出版社

Ｍ アヤ 川のほとりで羽化するぼくら 彩瀬 まる KADOKAWA

Ｍ オオ バスクル新宿 大崎 梢 講談社

Ｍ オオ 熱風団地 大沢 在昌 KADOKAWA

Ｍ オノ とにもかくにもごはん 小野寺 史宜 講談社

Ｍ シン シークレット・エクスプレス 真保 裕一 毎日新聞出版

Ｍ スガ 星天の兄弟 菅野 雪虫
ゆきむし

東京創元社

Ｍ ドウ 聖刻（せいこく） 堂場 瞬一 講談社

Ｍ ナカ やさしい猫 中島 京子 中央公論新社

Ｍ ニレ 逆玉に明日はない 楡
にれ

 周平 光文社

Ｍ ミナ ブラックウェルに憧れて 南 杏子 光文社

Ｍ ヤマ 存在しない時間の中で 山田 宗樹
むねき

角川春樹事務所

Ｍ ワタ オーラの発表会 綿矢 りさ 集英社

文庫 アベ こちら副業推進部、事件です 阿部 考二 宝島社

総
記 023 “ひとり出版社”という働きかた 西山 雅子∥編 河出書房新社

210.5 禍いの大衆文化 小松 和彦∥編 KADOKAWA

210.6 地図でスッと頭に入る昭和と近現代史 後藤 寿一∥監修 昭文社

283 フランス革命の女たち 池田 理代子 新潮社

分類

歴
史

日
本
の
小
説

70歳が老化の分かれ道

和田 秀樹 著

詩想社

「最後の活動期」をどう過ごすかで、老化は遅

くなる! 30年以上にわたり高齢者医療の現場

に携わってきた著者が、要介護を遠ざけ、自

立した晩年をもたらす70代の健康術、医療と

のつき合い方などを紹介する。

１５９

室町は今日もハードボイルド

清水 克行 著

新潮社

僧侶は武士を呪い殺し、農民は合戦を繰り

広げ、浮気された妻は相手の女を襲撃-。中

世の日本人は実は凶暴でアナーキーだっ

た! 自力救済、信仰等を主題に、中世人の

衝撃的な逸話の数々を紹介。『小説新潮』

連載を加筆・修正。

２１０.４



333 哲さんの声が聞こえる 加藤 登紀子 合同出版

336 その気遣い、むしろ無礼になってます！ 三上 ナナエ すばる舎

366 定年後のトクする働き方・仕事の探し方 日本実業出版社

368 コロナ貧困 藤田 孝典 毎日新聞出版

369.1 非正規介護職員ヨボヨボ日記 真山 剛 三五館シンシャ

375 校則を考える 大津 尚志 晃洋書房

379.7 あなたが伸びる学び型 古野 俊幸 日経BP

460 生物はなぜ死ぬのか 小林 武彦
講談社
(講談社現代新書)

486 ぼくの昆虫学の先生たちへ 今福 龍太 筑摩書房

493.4 2021 オンナたちの甲状腺 山内 泰介 現代書林

493.7 2021 ボケ日和 長谷川 嘉哉
よしや

かんき出版

498.6 2021 私たちはどう生きるか マルクス・ガブリエルほか 朝日新聞出版

498.9 2021 法医学者の使命 吉田 謙一
岩波書店
(岩波新書)

518 街路樹は問いかける 藤井 英二郎
岩波書店
(岩波ブックレット)

518 ごみ収集とまちづくり 藤井 誠一郎 朝日新聞出版

520 地域No.1工務店の「圧倒的に実践する」経営 伊藤 謙 日本実業出版社

559 原子の力を解放せよ 浜野 高宏 集英社

596.7 ウイスキーハイボール大全 いしかわ あさこ∥監修 スタジオタッククリエイティブ

技
術

社
会

自
然

中村 安秀 著

旬報社

日本で誕生した母子手帳は、今や世界

の50カ国以上が使用している。世界中

の母と子の命を守る母子手帳は、どう

生まれ、どう広まっていったのか。小さ

な手帳が生んだ、大きな奇跡の物語。

がんばりすぎない離乳食

伊東 優子∥監修

マイナビ出版

離乳食の時期を初期・中期・後期・完了

期の4つの時期に分けて、各時期に合わ

せた3週間分の献立を紹介。1週間分の

フリージング食材を解凍して混ぜるだけ

であっという間に作れる。

590 720

５９９４９８.７

２０２１

海をわたった母子手帳

育 児



625 農家が教えるゆずづくし 農山漁村文化協会∥編 農山漁村文化協会

645 いちばんよくわかる!猫の飼い方・暮らし方 岩下 理恵∥監修 成美堂出版

723 366日絵のなかの部屋をめぐる旅 海野 弘∥解説 ・監修 パイインターナショナル

728 これでおしまい 篠田 桃紅
　　　　　　　　　とう　こう

講談社

779 明治の寄席芸人 三遊亭 圓生
岩波書店
(岩波現代文庫)

781.9 いちばんたのしい!みんなで遊べるゲーム67 ゲームで友達の輪を広げる会∥編 日東書院本社

言
語 804 フィールド言語学者、巣ごもる。 吉岡 乾

　　　　　　　　のぼる

創元社

929.13 ソン 三十の反撃 ソン・ウォンピョン 祥伝社

936 ヘイ うそをつく子 トリイ・ヘイデン 早川書房

943 エル 行く、行った、行ってしまった ジェニー・エルペンベック 白水社
エ

ッ
セ
イ

Ｅ サト 九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤 愛子 小学館

時代をきりひらいた日本の女たち 小杉 みのり 岩崎書店

夢のねだん図鑑 ライブ カンゼン

Ｍ ク プンスカジャム くどう れいん 福音館書店

Ｍ ヒ ライブラリー・ツインズ 日野 祐希 アリス館

Ｍ フ しゅくだいがっしょう 福田 岩緒 PHP研究所

F ブ きけんなゲーム マロリー・ブラックマン 文研出版

出典：（株）図書館流通センター　　

２８

※ 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

３３

産
業

芸
術

文
学

おばけのソッチ

ぞびぞびどうぶつえん

増田 史 著

おばけのソッチは1年生。遠足で動物園に

いくことになりました。せっかくの遠足なの

で、いつもとおなじおべんとうではつまらな

いと思いますが…。角野栄子の小さなおば

けシリーズ。

自分がキライ、親とうまくいかない、やりた

いことが見つからない…。しんどさを手放し、

もっとラクに生きるための、自分でできる

心のケアを紹介。誰かにSOSを出すスキル

も伝える。悩み相談連絡先一覧付き。

角野 栄子∥さく

ポプラ社 ナツメ社

大学進学を控え、新聞社でコピーボーイ

３７１

ﾃｲｰﾝ

しんどい時の自分の守り方

M カ


