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城山 真一 著

双葉社

娘が家出した金沢東部署刑事課長の比

留は、強盗犯を取り逃がして左遷も確定

していた。さらに管内の駐在所員が撲殺

される事件が発生するが、その犯人は逃

亡した強盗と同一犯だと気づき…。『小説

推理』掲載をまとめて単行本化。

M

シロ

御坊日々

畠中 恵 著

朝日新聞出版

明治20年、東京浅草の東春寺は、相場師も

兼ねる僧侶・冬伯と弟子の玄泉が切り盛り

している。経営不振に悩む料理屋の女将・

お咲が寺を訪れ、店に“幽霊”が現れたとい

うが…。全5話を収録。『週刊朝日』連載に加

筆修正。

M

ハタ

ダブルバインド

銀座のミニシアターで、亡き末永静男監督の

追悼上映が行われた。観客は六人。彼らの

人生と、映画のストーリーを行き来しながら、

出会いとすれ違い、別れを繰り返す日々の

中にある奇跡を鮮やかに描く。

ミニシアターの六人

小野寺 史宜 著

小学館

M

オノ

この夜が明ければ

北海道の港町での季節バイトに集まった

7人の男女。仲間のひとりが不審死し、荷

物から脅迫状が発見された。正義感の強

い工藤秀吾は警察を呼ぼうとするが、他

のアルバイトに通報を反対され…。『小説

推理』連載を単行本化。

M

イワ

岩井 圭也 著

双葉社

中野のお父さんの

快刀乱麻

北村 薫 著

菊池寛の将棋小説への疑問、志ん生の

CDに隠された秘密、小津映画の原作を

めぐる謎…。国語教師の父と編集者の娘

が、本と日常の謎に挑む! 『オール讀物』

掲載を単行本化。

M

キタ

文藝春秋

おはようおかえり

近藤 史恵 著

PHP研究所

M

コン

大阪で70年続く和菓子屋の姉妹、小梅と

つぐみ。ある日、43年前に亡くなった曾

祖母の魂がつぐみに乗り移り…。和菓子

屋の家族が織りなす、明治と令和を繫ぐ

物語。『文蔵』連載を加筆し書籍化。



書名 著者名 出版社

Ｍ アオ 逃げる女 青木 俊 小学館

Ｍ アヤ 新しい星 彩瀬 まる 文藝春秋

Ｍ イジ ミチクサ先生  上・下 伊集院 静 講談社

Ｍ イト 夜叉の都 伊東 潤 文藝春秋

Ｍ カジ 吾妻おもかげ 梶 よう子 KADOKAWA

Ｍ カド ロミオとジュリエットと三人の魔女 門井 慶喜 講談社

Ｍ キウ 剛心 木内 昇 集英社

Ｍ キタ 不羈（ふき） チンギス紀 12 北方 謙三 集英社

Ｍ クロ 熔果 黒川 博行 新潮社

Ｍ シン ものがたりの賊(やから) 真藤 順丈 文藝春秋

Ｍ ナガ ルーティーンズ 長嶋 有 講談社

Ｍ ハセ 黄金旅程 馳 星周 集英社

Ｍ フル 山亭ミアキス 古内 一絵 KADOKAWA

Ｍ ミナ 残照の頂 湊 かなえ 幻冬舎

204 1日1話5分で身につく歴史の教養365 神野 正史∥監修 宝島社

291 歴史家の案内する大阪 仁木 宏 ほか 文理閣

291 名城を訪ねる旅  西日本編 東京ニュース通信社

分類

日
本
の
小
説

歴
史

ここに物語が

梨木 香歩 著

新潮社

どんな本をどんなふうに読んできたか。何を、

どんなふうに考えながら生きてきたか。本は、

その時々の自分を観察する記録でもある-。

物語を発見する日常を辿るエッセイ集。新聞、

雑誌掲載を書籍化。

０１９

疲れたあなたをほめる本

わかる 著

ポプラ社

なんだか疲れがとれない。満たされない。イ

ライラしちゃう。どんどん心にモヤモヤがた

まっていく…。それは「ほめ」が足りないから。

疲れた心に寄り添う168の「ほめ」メッセージ

を、かわいいイラストとともに紹介します。

１５９



304 破壊者たちへ 青木 理 毎日新聞出版

333 わたしは「セロ弾きのゴーシュ」 中村 哲 NHK出版

367.3 アダルト・チルドレン 信田 さよ子 学芸みらい社

367.9 女性たちで子を産み育てるということ 牟田 和恵　ほか 白澤社

368 わたしは黙らない 合同出版編集部∥編 合同出版

369 ヤングでは終わらないヤングケアラー 仲田 海人　ほか クリエイツかもがわ

369.2 障害をしゃべろう!  上・下 里見 喜久夫　ほか 青土社

488 知って楽しいカモ学講座 嶋田 哲郎
　　　　　　　　　てつ　お

緑書房

493.1 2021 貧血の人の基本の食事 鈴木 謙∥監修 学研プラス

496 2021 眼科119番 中村 友昭　ほか 日刊工業新聞社

497 2021 歯を疑え! 丸橋 賢 幻冬舎

498.3 2021 有名な絵画のまちがい探し ブティック社

548 ロボットと人間 石黒 浩
岩波書店
(岩波新書)

594.2 まいにち刺し子 sashikonami 日本ヴォーグ社

594.3 靴下を編む52週 レイネ・パブリッシング グラフィック社

596 炊飯器で一発定食 澁谷 梨絵 学研プラス

596.9 七厘の本 坂口 一真 スタジオタッククリエイティブ

産
業 614 農家が教える足場パイプ&塩ビパイプで便利道具 農文協∥編 農山漁村文化協会

社
会

自
然

技
術

ブレイディみかこ 著

岩波書店（岩波現代文庫）

人か資本か。優先順位を間違えた政

治は、希望を奪い、貧困と分断を拡大

させる。英国の暮らしと政治を独自の

視点で読み解く。パンデミックの影響の

推移を捉えた記事を含む、7年半にわ

たる論考を収録。

ふわもこベビーニット

文化出版局 編

文化学園文化出版

帽子とベビーブーティ、サックコート、ロ

ンパース、腹巻き、カーディガン、アニマ

ルボンネット…。「DMCブークレット」糸で

編む、ふわふわもこもこのベビーニット

を紹介します。基本の編み方は連続写

真で解説。

３１２

５９４.３３１２
ヨーロッパ・コーリング

・リターンズ

５９４.３



728 賞状の書き方 清水 克信∥監修 メイツユニバーサルコンテンツ

754 カスタムできる球体ポップアップカード 月本 せいじ グラフィック社

786.3 プチプラキャンプ 扶桑社

言
語 830 大西泰斗のそれわ英語ぢゃないだらふ 大西 泰斗 幻冬舎

911.1 カミ エモーショナルきりん大全 上篠 翔 書肆侃侃房

916 ショ 少女たちの戦争 中央公論新社∥編 中央公論新社

929.13 イ ペイント イ・ヒヨン イースト・プレス

933 ハデ ガラスの顔 フランシス・ハーディング 東京創元社

963 バル ケルト人の夢 マリオ・バルガス=リョサ 岩波書店

Ｅ スゴ すごいトシヨリ散歩 池内 紀　ほか 毎日新聞出版

Ｅ ヒラ 父のビスコ 平松 洋子 小学館

はじめての日本のれきしえほん 溝口 イタル パイインターナショナル

理系脳をつくる食べられる実験図鑑 中村 陽子 主婦の友社

Ｍ フ はやとちりからはじまった 藤田 千津 文研出版

Ｍ ク しんぱいなことがありすぎます! 工藤 純子 金の星社

Ｍ ト 博物館の少女 富安 陽子 偕成社

F バ ルーミーとオリーブの特別な10か月 ジョーン・バウアー 小学館

出典：（株）図書館流通センター　　

２１

※ 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

４０

エ
ッ
セ
イ

文
学

芸
術

ばけねこキッチン

乙一 著

以前は人気レストランだった家に引っ越し

てきた柊太たち家族。柊太の目の前に突

然白いねこが現れ、柊太がコンビニで買っ

たからあげをうばった挙げ句、自分は世界

一グルメなねこだと喋り始め…。焼きから

あげのレシピ付き。

17歳の時、水難事故で死んだはずの幼馴

染・一ノ瀬ユウナは、ユウナのお気に入り

の線香花火を灯すと、俺にだけ姿を見せる。

ユウナに会うため、俺は何度も線香花火に

火をつける…。映画「サマーゴースト」の姉

妹作。

佐川 芳枝 作

講談社 集英社

大学進学を控え、新聞社でコピーボーイ

M

オツ

ﾃｲｰﾝ

一ノ瀬ユウナが

浮いている

M サ


