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原田 ひ香 著

中央公論新社

業者から買った野菜を「実家から」と偽る

女性、父が毎年受け取っていた小包の謎、

そして、母から届いた最後の荷物…。温

かな想いが詰まった6つの物語。Webサ

イト『BOC』連載を単行本化。

M

ハラ

老虎残夢（ろうこざんむ）

桃野 雑派 著

講談社

碧い目をした武術の達人・梁泰隆。その弟

子で決して癒えぬ傷をもつ蒼紫苑。料理上

手な泰隆の養女・梁恋華。雪の降る夜、3人

の平穏な暮らしは打ち破られた。師が息絶

えたのは、圧倒的な密室だった…。

M

モモ

母親からの小包は

なぜこんなにダサいのか

わずか12歳で一条天皇の后となった、藤原

道長の娘・彰子。父や夫に照らされる“月”で

しかなかった彰子は、紫式部にも支えられ、

やがて「国母」として自ら光を放ち出す-。『歴

史街道』連載を加筆・修正。

月と日の后

冲方 丁 著

PHP研究所

M

ウブ

月曜日の抹茶カフェ

川沿いの桜並木のそばに佇む喫茶店

「マーブル・カフェ」が、定休日の月曜日に、

一度だけ「抹茶カフェ」を開くことに…。一

杯の抹茶から始まる、東京と京都をつな

ぐ12カ月の心癒されるストーリー。

M

アオ

青山 美智子 著

宝島社

輝山

澤田 瞳子 著

大森代官・岩田鍬三郎の身辺を探るため

石見銀山にやって来た金吾。代官所の中

間として働き始めた金吾は、危険と隣り合

わせで働く掘子たちと出会い…。学芸通信

社の配信により『京都新聞』等に掲載した

ものに加筆修正し書籍化。

M

サワ

徳間書店

トリカゴ

辻堂 ゆめ 著

東京創元社

M

ツジ

殺人未遂事件の容疑者は無戸籍だった。

蒲田署の刑事・森垣里穂子は、捜査に

よって彼らが隠れ住むコミュニティを壊し

てしまうのではと苦悩する。だが、かつて

日本中を震撼させた“鳥籠事件”との共

通点に気づき…。

うぶかた とう

ももの ざっぱ



書名 著者名 出版社

Ｍ アサ 翼の翼 朝比奈 あすか 光文社

Ｍ イヌ おまえなんかに会いたくない 乾 ルカ 中央公論新社

Ｍ ウサ 子供は怖い夢を見る 宇佐美 まこと KADOKAWA

Ｍ サカ たそがれ大食堂 坂井 希久子 双葉社

Ｍ シゲ かぞえきれない星の、その次の星 重松 清 KADOKAWA

Ｍ シモ アルテミスの涙 下村 敦史 小学館

Ｍ テラ ガラスの海を渡る舟 寺地 はるな PHP研究所

Ｍ ナオ 転がる検事に苔むさず 直島 翔 小学館

Ｍ ヒガ 居酒屋「一服亭」の四季 東川 篤哉 講談社

Ｍ フカ カミサマはそういない 深緑
ふかみどり

 野分
のわけ

集英社

Ｍ ムレ 子のない夫婦とネコ 群 ようこ 幻冬舎

Ｍ モリ 本が紡いだ五つの奇跡 森沢 明夫 講談社

文庫 ワタ おでん屋ふみ おいしい占いはじめました 渡辺 淳子 KADOKAWA

総
記 069 世にも奇妙な博物館 丹治 俊樹 みらいパブリッシング

204 酔っぱらいが変えた世界史 ブノワ・フランクバルム 原書房

210.0 人事の日本史 遠山 美都男
朝日新聞出版
(朝日新書)

289 タチ 「知の巨人」立花隆のすべて 文藝春秋

分類

歴
史

日
本
の
小
説

子どもの心が見えてくる

佐々木 正美 著

ゆいぽおと

子育てには乳児期の基本的信頼が大切だと

説き続けた佐々木正美が、乳児期から老年

期までの人間の発達を、エリクソンのライフサ

イクルモデルを基に平易に解説。子育てに関

わる人だけでなく、大人の人間関係に悩む人

にも役立つ。

１４３

抵抗の新聞人 桐生悠々

井出 孫六 著

岩波書店（岩波現代文庫）

明治末から日米開戦前夜に至るまで、反戦

と不正追及の姿勢を貫き、ジャーナリズム

史上に屹立する桐生悠々。若き日には文

学を志し、こよなく酒を愛した68年の生涯を

時代の変転のなかに描き切る。青木理によ

る解説付き。

２８９

キリ



302 いまどきの「ドイツ」と「日本」 マライ・メントライン他 PHP研究所

332 私たちはなぜこんなに貧しくなったのか 荻原 博子 文藝春秋

338 お金の基本 杉山 敏啓∥監修 新星出版社

369.3 おうち避難のためのマンガ防災図鑑 草野 かおる 飛鳥新社

377 「私物化」される国公立大学 駒込 武∥編
岩波書店
(岩波ブックレット)

379.9 6歳までの子育て大全 沢井 佳子 アチーブメント出版

486 たくましくて美しい糞虫図鑑 中村 圭一 創元社

498.5 2021 鎌田式健康手抜きごはん 鎌田 實 集英社

499.0 2021 ジェネリック医薬品の不都合な真実 キャサリン・イーバン 翔泳社

499.8 2021 ハーブティー事典 佐々木 薫 池田書店

519 これってホントにエコなの? ジョージーナ・ウィルソン=パウエル 東京書籍

548 ロボット学者、植物に学ぶ バルバラ・マッツォライ 白揚社

593 フレンチシックなサイズとダメージのお直し 藤本 裕美 産業編集センター

594.3 秋冬美しい大人の編みもの  vol.2 ブティック社

596.6 栗のお菓子づくり 今井 ようこ 誠文堂新光社

649 猫が30歳まで生きる日 宮崎 徹 時事通信出版局

673 年34日だけの洋品店 井形 慶子 集英社

686 京阪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

社
会

自
然

産
業

技
術

岡田 慎一郎 著

産業編集センター

つま先を意識するだけで、痛くない体が

手に入る! つま先をポイントとして、全身

を連動させるという動きの根本を踏まえ

ながら、立つ・歩くといった基本動作の

見直しや、腰・ひざの痛みを解消するた

植物刺繡と12か月

のおはなし

マカベ アリス 著

日本文芸社

小さな春の道草バッグ、葉っぱのアル

ファベットサンプラー、晩夏のサシェ、草

花刺繡のブックカバー…。刺しゅう作家マ

カベアリスの作品集。12か月の草花や風

景を表現した全35作品、刺繡の始め方、

エッセイなどを収録。

590 720
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２０２１

腰痛ひざ痛が消える

つま先の使い方



726 90歳セツの新聞ちぎり絵 木村 セツ 里山社

727 世界ピクト図鑑 児山 啓一 ビー・エヌ・エヌ

743 野鳥写真の教科書 中野 耕志 玄光社

775 いつも心にタカラヅカ!! 牧 彩子 平凡社

791 教養としての茶道 竹田 理絵 自由国民社

814 推しことば類語辞典 山口 謠司∥監修
　　　　　　　　　よう　　じ

笠倉出版社

816 短くても伝わる文章の書き方 白
はく

藍
らん

塾
じゅく

∥編
日本能率協会
マネジメントセンター

915 ワタ あのころなにしてた? 綿矢 りさ 新潮社

916 ムラ 更年期障害だと思ってたら重病だった話 村井 理子 中央公論新社

931 グリ 野生のアイリス ルイーズ・グリュック KADOKAWA

993 カン 清少納言を求めて、フィンランドから京都へ ミア・カンキマキ 草思社
エ

ッ
セ
イ

Ｅ ムコ メロンと寸劇 向田 邦子 河出書房新社

世界じゅうの女の子のための日 ジェシカ・ハンフリーズ他 大月書店

世界のことわざ 時田 昌瑞∥監修 ナツメ社

Ｍ タ 黄色い夏の日 高楼
たかどの

 方子 福音館書店

Ｍ ハ スウィートホーム 花里 真希 講談社

F シ おてんばヨリーとひげおじさん アニー・M.G.シュミット 岩波書店

出典：（株）図書館流通センター　　

３６

※ 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

３８

文
学

芸
術

言
語

天の台所

神戸 遙真 著

祖母が亡くなり、料理ができる人がいない

朝田家の生活は荒れていた。このままで

はいけないと感じていた小6の天は、ひょ

んなことから近所の商店の店主「がみバ

バ」から料理を教わることに…。「料理」を

通じて家族の絆を描く。

作草部高校1年4組の教室で、ある女子

生徒が「深田さんのことが好きです」と書

かれた匿名のラブレターを拾い…。6人そ

れぞれの淡い恋を描く連作短編集。

落合 由佳 著

講談社

大学進学を控え、新聞社でコピーボーイ

M

コウ

ﾃｲｰﾝ

きみとホームで待ち合わせ

M オ


