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諸田 玲子 著

光文社

お江戸の大火で命からがら焼き出され、

無一文のすっからかん。人気戯作者十返

舎一九一家。尽きない騒動に娘の舞の

苦難は今日も続く…。『小説宝石』掲載を

書籍化。

M

モロ

ミス・パーフェクトが行く!

横関 大 著

幻冬舎

厚生労働省雇用環境・均等局総務課所属

のキャリア官僚、真波莉子。進むところ敵な

しの彼女は、外交、経済、パワハラ、セクハ

ラなど、さまざまな問題を解決し…。令和の

パーフェクトヒロイン誕生! 華麗なる世直し

エンタメ。

M

ヨコ

きりきり舞いのさようなら

大晦日の夜、ホテルに集まった80歳過ぎの3

人の男女。酒を飲み、共に過ごした過去を懐

かしみ、そして一緒に命を絶った。残された

者たちの日常を通して浮かびあがるのは…。

『小説新潮』連載を書籍化。

ひとりでカラカサさしてゆく

江國 香織 著

新潮社

M

エク

黒白の一族

東京都杉並区の住宅街に、カリスマ的な

オーラを放つ60代の女性を筆頭とする総

勢10人の女系家族が越してきた。一族は

不思議な磁力で、たちまち地域の住民た

ちを取りこんでいく。隣家に住む榊可南は、

彼らに警戒心を抱き…。

M

アケ

明野 照葉 著

光文社

濁り水

日明 恩 著

暴風雨に呑まれた街で年輩女性が死亡

した。救助に出場した本田消防署上平井

出張所の大山雄大は、喪服の老人から

謎の言葉を聞く。真意を探ろうと老人を

追うが、その正体は驚くべきもので…。

『小説推理』連載を書籍化。

M

タチ

双葉社

世界の美しさを思い知れ

額賀 澪 著

双葉社

M

ヌカ

遺書もなく自殺した双子の弟の携帯。同

じ顔を持つ兄が顔認証を突破すると、礼

文島行きの航空券を見つけた。そこに弟

の「死」の答えはあるのか-。「喪失と再

生」の物語。『小説推理』連載を書籍化。

たちもり めぐみ



書名 著者名 出版社

Ｍ アイ マンモスの抜け殻 相場 英雄 文藝春秋

Ｍ オン 愚かな薔薇 恩田 陸 徳間書店

Ｍ コデ 女性失格 小手鞠 るい 文藝春秋

Ｍ ササ 偽装同盟 佐々木 譲 集英社

Ｍ シゲ 答えは風のなか 重松 清 朝日出版社

Ｍ チネ 真夜中のマリオネット 知念 実希人 集英社

Ｍ ナカ 万葉と沙羅 中江 有里 文藝春秋

Ｍ ナカ 遺言歌 なかにし 礼 河出書房新社

Ｍ ノリ 皆のあらばしり 乗代
のりしろ

 雄介 新潮社

Ｍ ホン 四十過ぎたら出世が仕事 本城 雅人 祥伝社

Ｍ マリ 一
 いち

九
きゅう

六
 ろく

一
いち

東京ハウス 真梨 幸子 新潮社

Ｍ ヤマ 人形姫 山本 幸久 PHP研究所

Ｍ ヨシ ミトンとふびん 吉本 ばなな 新潮社

Ｍ リ 生を祝う 李
   り

 琴
 こと

峰
   み

朝日新聞出版

210.2 西南戦争のリアル 田原坂 中原 幹彦 新泉社

210.7 戦時下の日常と子どもたち 佐々木 賢 青土社

291 命知らずの湯 瀬戸 圭祐 三才ブックス

分類

日
本
の
小
説

歴
史

なるほど「色」の心理学

都外川 八恵 著

総合法令出版

緑茶のパッケージはなぜ緑×赤なのか? お受

験ではなぜネイビーの服装が好まれるのか? 

心理学的な効果を含んだ、「色」の雑学を80

項目収録。色の秘密や、知らぬ間に誘導され

ていた身近な色彩効果などを紹介する。

１４１

京阪神発半日徒歩旅行

佐藤 徹也 著

山と溪谷社

奇景絶景を楽しむ、乗り物も満喫する、島を

目指す、里山を漫遊する、旧道旧線を探る

…。半日程度で楽しめる、関西を巡る徒歩

旅行を案内します。データ:2021年10月現在。

２９１

ととかわ



319 核兵器禁止から廃絶へ 川崎 哲
岩波書店
(岩波ブックレット)

338 金融サービスの未来 新保 恵志
岩波書店
(岩波新書)

345 桃太郎のきびだんごは経費で落ちるのか? 高橋 創 ダイヤモンド社

361 ポリコレの正体 福田 ますみ 方丈社

369 ヤングケアラー 毎日新聞取材班 毎日新聞出版

369.3 こんど、いつ会える? ほようかんさい∥編著 石風社

385 基本のラッピング つつみ屋工房∥監修 成美堂出版

488 ニュースなカラス、観察奮闘記 樋口 広芳 文一総合出版

489 パンけつ 主婦の友社∥編 主婦の友社

493.7 2021 家族のためのうつ病 神庭 重信∥監修 NHK出版

495 2021 女性のからだの不調の治し方 関口 由紀∥監修 徳間書店

498.5 2021 コロナ時代の食事法 白澤 卓二 ガイドワークス

507 ジオラマテクニックバイブル 瀬川 たかし 成美堂出版

527 災害に強い家はこうつくる 七呂 恵介 青春出版社

538 超速でわかる!宇宙ビジネス 片山 俊大 すばる舎

589 はじめてのガラスペン 武田 健 実務教育出版

596.8 教養としての食べ方 松井 千恵美 サンマーク出版

産
業 648 フォアグラの歴史 ノーマン・コルパス 原書房

社
会

自
然

技
術

小林 高子 著

クロスメディア・パブリッシング

不登校の迷路から抜け出すためには? 

2万以上の不登校家族を見てきた校長

が不登校について解説し、悩める父母

に向けてアドバイス。子どもを助けるた

めの行動のヒントも紹介する。父母と

子どものアンケートの声も掲載。

くふうとアイデア

絶品おうちごはん

おいしいのひみつ編集部 編

高橋書店

冷凍食品を使った具だくさんごちそう

スープ、からだが整う豆・雑穀のおかず、

買ってきたおそうざい活用術、はかりの

いらない極上おやつ…。「くふうとアイデ

ア」を生かした、新しい家庭料理を紹介

する。

３７１

５９４.３３１２
不登校、頼ってみるのも

いいものだ

５９６



775 タカラヅカの解剖図鑑詳説世界史 中本 千晶 エクスナレッジ

778 カミ いろいろ 上白石 萌音 NHK出版

779 アオ 母 青木 さやか 中央公論新社

言
語 810 うつりゆく日本語をよむ 今野 真二

岩波書店
(岩波新書)

902 歓待する文学 小野 正嗣 NHK出版

910 企業と経済を読み解く小説50 佐高 信
岩波書店
(岩波新書)

916 アマ 32歳。いきなり介護がやってきた。 あまの さくや 佼成出版社

916 エン ママがもうこの世界にいなくても 遠藤 和
　　　　　　　　のどか

小学館

933 ルカ シルバービュー荘にて ジョン・ル・カレ 早川書房

Ｅ アン ぜんぶ愛。 安藤 桃子 集英社インターナショナル

Ｅ ハン 人間であることをやめるな 半藤 一利 講談社

鎌倉バトルロワイヤル 楠木 誠一郎 講談社

世界一まぎらわしい動物図鑑 今泉 忠明∥監修 小学館

Ｍ モ ようかい村のようかいばあちゃん 最上 一平 新日本出版社

Ｍ ヒ 秘密に満ちた魔石館  ３ 廣嶋 玲子 PHP研究所

F ピ 空から見える、あの子の心 シェリー・ピアソル 童心社

F マ プーさんの戦争 リンジー・マティック 評論社

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

４８

エ
ッ
セ
イ

文
学

芸
術

ぼくんちのねこのはなし

日向 理恵子 作

ねこのことらは16歳。ぼくが生まれる前か

ら、うちの家族だった。最近様子がおかし

くて、病院につれていったら、「治らない病

気です」って言われた。ことら、死んじゃう

のかな。そんな日、ずっと来なければいい

のに…。

混沌のなかで祈り、立ち向かい、打ちひし

がれながら、野に生きる者たち。火をとも

すことなど、だれにもできない-。6つの短編

と、最終戦争末期を舞台とした「旧世界」を

収録したシリーズ外伝。

いとう みく 作

くもん出版 ほるぷ出版

大学進学を控え、新聞社でコピーボーイ

M ヒ

ﾃｲｰﾝ

火狩りの王 外伝

M イ


