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真山 仁 著

幻冬舎

急患の2歳児の心肺が停止。慟哭する母。

呵責に苦しむ父。医師の無念。糾弾され

る病院。医療過誤訴訟を闘う弁護士・雨

守は、医療現場の矛盾や不条理に斬り

込んでいく…。『東奥日報』『夕刊フジ』ほ

か連載を加筆し書籍化。

M

マヤ

N（エヌ）

道尾 秀介 著

集英社

「魔法の鼻を持つ犬」とともに教え子の秘密

を探る理科教師、殺人事件の真実を摑む

べくペット探偵を尾行する女性刑事…。1章

おきに上下逆転して印刷されている全6章。

読みたい順番で読むことで、720通りの物語

が楽しめる。

M

ミチ

レインメーカー

決して破られない石垣を造ろうとする石工の

匡介。しかし、そこに立ちふさがるのは、どん

な守りも打ち破るという彦九郎の砲。大津城

を舞台に、信念をかけた職人の対決が幕を

開ける。『小説すばる』連載を単行本化。

塞王（さいおう）の楯

今村 翔吾 著

集英社

M

イマ

駆ける

吉川元春に拾われ馬術を見出された少

年・小六。尼子再興を願う猛将・山中幸盛

(鹿之助)。ともに戦火で愛する人を失った

2人の譲れぬ思いが、戦場でぶつかる。

勝つのは無垢なる魂か、それとも復讐の

刃か-!?

M

イナ

稲田 幸久 著

角川春樹事務所

失われた岬

篠田 節子 著

美都子の友人・清花が、北海道に転居後

「岬に行く」と言い残し失踪した。20年後、

ノーベル文学賞を受賞した日本人作家が

「もう一つの世界に入る」と授賞式の前日

に失踪し…。『本の旅人』『小説野性時代』

連載を単行本化。

M

シノ

KADOKAWA

山のふもとの

ブレイクタイム

高森 美由紀 著

中央公論新社

M

タカ

あの味っこさ会えて、いかった-。「顔と料

理が天才」と噂される登磨は、青森県南

部・葵岳登山口にあるレストランのシェフ。

彼には忘れられないものがあった。それ

は、亡き祖母と自分を繫ぐ料理で…。



書名 著者名 出版社

Ｍ アン 就活ザムライの大誤算 安藤 祐介 光文社

Ｍ オト あの春がゆき この夏がきて 乙川 優三郎 徳間書店

Ｍ キリ 砂に埋もれる犬 桐野 夏生 朝日新聞出版

Ｍ コバ チグリジアの雨 小林 由香 角川春樹事務所

Ｍ コン ボーダーライト 今野 敏 小学館

Ｍ シン 倒産続きの彼女 新川 帆立 宝島社

Ｍ ソメ 海神（わだつみ） 染井 為人
ためひと

光文社

Ｍ ツキ ビタートラップ 月村 了衛 実業之日本社

Ｍ フク ディープフェイク 福田 和代 PHP研究所

Ｍ フジ 死にふさわしい罪 藤本 ひとみ 講談社

Ｍ マチ 星を掬（すく）う 町田 そのこ 中央公論新社

Ｍ ミツ 共犯者 三
みつ

羽
ば

 省吾 KADOKAWA

Ｍ ヨコ ルパンの絆 横関 大 講談社

Ｍ ヨシ オリンピックにふれる 吉田 修一 講談社

159 いちからはじめる 松浦 弥太郎
小学館
(小学館文庫)

182 最澄と徳一 師
もろ

 茂樹
岩波書店
(岩波新書)

歴
史 225 ハイジャック犯をたずねて 和田 朋之 彩流社

分類

日
本
の
小
説

哲
学

Instagram基本+活用ワザ

田口 和裕 著

インプレス

アカウントの取得や友達の作り方など

Instagramの基本から、「ストーリーズ」のよう

な機能、魅力的な写真や動画を撮るための

具体的なテクニックまで、豊富な図を使って

詳しく解説する。プロアカウントの基本も掲載。

００７

地図でスッと頭に入る

平安時代

繁田 信一∥監修

昭文社

平安時代は、災害あり、陰謀あり、反乱あり、

そして異国の侵攻まであって、名前ほどに

は平安ではなかった。そんな平安時代を、

地図を中心とする多くの図版を交えながら

詳しく紹介する。

２１０．３



369.2 <弱さ>を<強み>に 天畠 大輔
岩波書店
(岩波新書)

369.4 トットちゃんと訪ねた子どもたち 田沼 武能
たけよし 岩波書店

(岩波ブックレット)

384 山に生きる 三宅 岳 山と溪谷社

385 もっと!「育ちがいい人」だけが知っていること 諏内 えみ ダイヤモンド社

392 自衛隊はアフリカのジブチで何をしているのか 小山 修一 育鵬社

420 物理・化学大百科事典 沢 信行 翔泳社

488 今日からはじめるばーどらいふ! 一日一種 文一総合出版

490.9 2021 マンガでわかるはじめてのおうち漢方 きむら ひろき 家の光協会

491.3 2021 1万人の脳を見た名医が教えるすごい左利き 加藤 俊徳 ダイヤモンド社

498.5 2021 感染症に勝つ!楽やせる!ショウガ万能レシピ マキノ出版

507 大人の鉄道模型入門 松本 典久 天夢人

524 暴風雨の雨水侵入から建物を守る本 大塚 義久 セルバ出版

593 リフォームの魔法 檀 正也 講談社

594.3 身につけたいあったかニット NHK出版

596.4 はじめてのおそとパン 吉永 麻衣子 主婦の友社

601 過疎再生 松場 登美
と　み

小学館

681 MaaSが地方を変える 森口 将之 学芸出版社

685 タクシードライバーぐるぐる日記 内田 正治 三五館シンシャ

産
業

技
術

社
会

自
然

水野 敬也 著

文響社

レジ袋を有料化する程度では、地球温

暖化の根本的な解決にはならない。で

はどうすればいいか? 地球温暖化解決

に向けて、シロクマが送るメッセージ。

温暖化が起こるしくみや温暖化対策に

ついての解説も掲載。栞つき。

インテリア&収納

10のルール

瀧本 真奈美 著

マイナビ出版

どんな部屋でもあか抜ける! 部屋の印象

がガラリと変わるインテリアの10のルー

ル、エリア別の実践法、“ちょい足し”テク

ニックなど、忙しくてもお金をかけなくても、

簡単にオシャレな部屋にするコツを紹介

する。

590 720

５９７５１９

最近、地球が暑くて

クマってます。



706 全国山の美術館と博物館 G.B

751 世界でいちばん美しい皿の図鑑 シャックス・リーグラー 原書房

757 色の大事典 井上 のきあ
エムディエヌ
コーポレーション

779 談志のはなし 立川 キウイ
新潮社
(新潮新書)

791 寄席楽屋帳 三遊亭 圓生
岩波書店
(岩波現代文庫)

801 通訳の仕事始め方・続け方 通訳  翻訳ジャーナル編集部 イカロス出版

837 見たまま英語スピーキング 長尾 和夫 DHC

915 クロ 旅する少年 黒川 創 春陽堂書店

923 ゴ 雨の島 呉 明益 河出書房新社

933 ミル 夜の声 スティーヴン・ミルハウザー 白水社
エ

ッ
セ
イ

Ｅ ツチ 妻から哲学 土屋 賢二 文藝春秋

自然の一生図鑑 林 良博∥監修 誠文堂新光社

大阪の電車の顔図鑑 江口 明男 天夢人

Ｍ イ オムライスかいぎ 泉 小春 文芸社

Ｍ ナ めいたんていサムくんとなぞの地図 那須 正幹 童心社

Ｍ モ 飛べ!遺伝子を超えて 森川 成美 国土社

F ピ 赤い糸でむすばれた姉妹 キャロル・アントワネット・ピーコック フレーベル館

※ 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

５３

文
学

芸
術

言
語

出典：（株）図書館流通センター　　

４０

チイの花たば

小手鞠 るい 著

チイのおばあちゃんは人気のお花屋さん。

おばあちゃんみたいなお花屋さんになりた

いと思っていたチイはある日、おかしな夢

を見て…。ダリア、コスモス、チューリップ。

大きな花畑で繰り広げられる、ふしぎなで

きごととは?

「書くこと」が大好きなハルキは、文芸部

の部長として周囲の信頼も厚く、中学最

後の年を楽しく過ごしていた。ところが、

SNSでの誹謗中傷から歯車が狂いはじめ

…。書き下ろし青春小説。

森 絵都 作

岩崎書店 あすなろ書房

大学進学を控え、新聞社でコピーボーイ

M コ

ﾃｲｰﾝ

文豪中学生日記

M モ


