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楡 周平 著

講談社

大手電気機器メーカーに勤務する西尾晋

作は、海釣りが大好き。コロナ禍で業務

がテレワーク化されることを機に、海に近

い田舎で「お試し移住」を始め…。新たな

地域再生の物語。『小説現代』掲載を加

筆修正し単行本化。

M

ニレ

ミス・サンシャイン

吉田 修一 著

文藝春秋

切ない恋に苦しんでいた大学院生の岡田

一心は、ハリウッドで活躍した伝説の女優

「和楽京子」と出会った。一心は、気がつけ

ば、彼女のことばかり考えていて…。『文藝

春秋』連載を単行本化。

M

ヨシ

サンセット・サンライズ

ありふれた事件のはずだった。「俺が名探偵

の役目を果たせるか、今回は怪しい」。火村

を追い詰めた、不気味なジョーカーの存在と

は。『別冊文藝春秋』連載を加筆修正して単

行本化。

捜査線上の夕映え

有栖川 有栖 著

文藝春秋

M

アリ

ボタニカ

小学校中退ながらも独学で植物研究に没

頭した牧野富太郎。東京大学理学部植物

学教室に出入りを許され、新種の発見な

ど目覚ましい成果を上げるが…。稀代の

植物学者を描く長編小説。『小説NON』連

載を加筆、訂正。

M

アサ

朝井 まかて 著

祥伝社

月の光の届く距離

宇佐美 まこと 著

予期せぬ妊娠をした女子高生、美優は、

奥多摩にあるゲストハウスに預けられる。

そこでは、明良・華南子兄妹が、貧困、

未婚、虐待など難しい背景をもつ里子た

ちの親となって暮らしていた…。家族の在

り方に迫る物語。

M

ウサ

光文社

鑑定人 氏家京太郎

中山 七里 著

双葉社

M

ナカ

民間で科学捜査鑑定を請け負う氏家京

太郎のもとに、凶悪な連続殺人犯の鑑

定依頼が舞い込む。食い違う証拠に違

和感を感じた氏家は犯人の体液の再鑑

定を試みるが、何者かからの邪魔が相

次いで-。『小説推理』連載を単行本化。



書名 著者名 出版社

Ｍ アサ 母の待つ里 浅田 次郎 新潮社

Ｍ イオ 奔流（ほんりゅう）の海 伊岡 瞬 文藝春秋

Ｍ エガ 創世（はじまり）の日 江上 剛 朝日新聞出版

Ｍ オダ 残月記 小田 雅久仁 双葉社

Ｍ カキ もう別れてもいいですか 垣谷 美雨 中央公論新社

Ｍ カネ ミーツ・ザ・ワールド 金原 ひとみ 集英社

Ｍ サイ 六つの村を越えて髭をなびかせる者 西條 奈加 PHP研究所

Ｍ サク 少女を埋める 桜庭 一樹 文藝春秋

Ｍ ササ 山狩 笹本 稜平 光文社

Ｍ トオ 教育 遠野 遙 河出書房新社

Ｍ ナカ おわかれはモーツァルト 中山 七里 宝島社

Ｍ ホサ 猫がこなくなった 保坂 和志 文藝春秋

Ｍ ホン アクトレス 誉田 哲也 光文社

Ｍ ムレ おネコさま御一行 群 ようこ 角川春樹事務所

210.4 面白すぎる!鎌倉・室町 中央公論新社

210.5 幕末社会 須田 努
岩波書店
(岩波新書)

292 JK、インドで常識ぶっ壊される 熊谷 はるか 河出書房新社

分類

日
本
の
小
説

歴
史

一万円選書

岩田 徹 著

ポプラ社 (ポプラ新書)

特製カルテをもとに、その人にあった一万円

分の本を選書する「一万円選書」。多くの感動

を生んでいるこのサービスを行う北海道砂川

市のいわた書店の哲学を伝える。一万円選

書を疑似体験できる一冊。

０２４

「わきまえない女」

だった北条政子

跡部 蛮 著

双葉社

北条政子という類い稀なる政治家を生んだ

のは、鎌倉時代まで特有の「女性の地位」

が関係している。父親にも、夫にも、兄弟た

ちにも屈せず、我が道を進んだ北条政子の

真実を、当時の女性の地位から解き明かす。

２８９

ホウ



321 大学生活と法学 江藤 祥平 ほか 有斐閣

333 人の心に働きかける経済政策 翁 邦雄
岩波書店
(岩波新書)

361 本当は怖い京ことば 大淵 幸治 リベラル社

361 あなたの隣の「困った人たち」から身を守る本 内藤 誼人 廣済堂出版

364 人生100年時代の年金・イデコ・NISA戦略 田村 正之 日経BP日本経済新聞出版本部

369.2 高齢親への言葉がけシーン別実例53 柳本 文貴∥監修 つちや書店

376.1 「食」をとおして育つもの・育てたいもの 堤 ちはる∥編著 ぎょうせい

388 昔話の扉をひらこう 小澤 俊夫 暮しの手帖社

410 数学でピザを切り分ける! 坂井 公 日経サイエンス

454 教養としての「日本列島の地形と地質」 橋本 純 PHP研究所

491.3 2022 知識ゼロでも楽しく読める!人体のしくみ 大和田 潔∥監修 西東社

494.5 2021 はじめての放射線治療その疑問に答えます 笹井 啓資 ロギカ書房

495 2022 もし親友が婦人科医で、何でも聞けるとしたら? シーラ・デ・リス サンマーク出版

594 HANDMADE布小物 日本ヴォーグ社

596 有元家のさもないおかず 有元 葉子 三笠書房

597 病気がイヤならその掃除をやめなさい。 松本 忠男 河出書房新社

育児 599 世界一楽しい子育てアイデア大全 木下 ゆーき KADOKAWA

産
業 686 能勢電鉄、阪急宝塚線・箕面線沿線アルバム 伊原 薫∥解説 アルファベータブックス

社
会

自
然

技
術

金塚 晴子 ほか 著

家の光協会

どら焼き、おもちロールケーキ、桜もち、

みたらしだんご、いもようかん、水まん

じゅう…。身近な材料で気軽に作れる

和菓子やおやつ全58レシピを、小麦粉

や白玉粉などの素材別に紹介する。

花と短歌でめぐる

二十四節気花のこよみ

俵 万智∥季節の案内人

KADOKAWA

二十四節気を、日本に咲く美しい花の

写真288点とともに歌人・俵万智の短歌

とエッセイで案内。花のいわれ、その季

節の風習など、花にまつわる読み物も

収録する。各季節の代表的な花の扱い

方についても丁寧に紹介。

５９６.６

５９４.３３１２はじめての和菓子レッスン

６２７



763 老後とピアノ 稲垣 えみ子 ポプラ社

764 時代のカナリア 湯川 れい子 集英社

780.6 東京オリンピック始末記 小笠原 博毅　ほか
岩波書店
(岩波ブックレット)

言
語 810 日本語の大疑問 国立国語研究所∥編 幻冬舎

910 セト 寂聴さんに教わったこと 瀬尾 まなほ 講談社

913 ムラ 源氏物語解剖図鑑 佐藤 晃子 エクスナレッジ

915 タナ 田辺聖子十八歳の日の記録 田辺 聖子 文藝春秋

933 マレ 塩の湿地に消えゆく前に ケイトリン・マレン 早川書房

953 ルテ 異常（アノマリー） エルヴェ・ル・テリエ 早川書房

Ｅ サノ とどのつまり人は食う 佐野 洋子 河出書房新社

Ｅ セト その日まで 瀬戸内 寂聴 講談社

ブラックホールと宇宙の謎 荒舩 良孝 岩崎書店

走れトラック、ねがいをのせて! 森埜 こみち 講談社

Ｍ カ ケケと半分魔女 角野 栄子 福音館書店

Ｍ ナ この空のずっとずっと向こう 鳴海 風 ポプラ社

Ｍ マ かがやき子ども病院トレジャーハンター まはら 三桃 講談社

F ブ シリアからきたバレリーナ キャサリン・ブルートン 偕成社

出典：（株）図書館流通センター　　

４４

※ 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

６１

エ
ッ
セ
イ

文
学

芸
術

女王さまのワードローブ

イギリス国民に愛されつづける女王エリザベスの物語

吉野 万理子 著

盛装用のベビードレス、配給券で買った生

地で仕立てたシンプルなドレス、戴冠式用

の刺しゅうが施されたドレス…。エリザベス

女王の人生を、服を通してたどる絵本。英

国の歴史と、女王として生きるひとりの女性

の姿を伝える。

高校2年生の広夢と瑠衣はそれぞれに悩

みを抱えていた。しかし社会科教師・高桑

のブログを読むうち、階段に魅了されてい

く。ある日、高桑から「京都駅大階段駈け

上り大会」の存在を教えられ…。

ジュリア・ゴールディング 文 /

ケイト・ヒンドレー 絵 / 前沢 明枝 訳

BL出版 徳間書店

大学進学を控え、新聞社でコピーボーイ

M

ヨシ

ﾃｲｰﾝ

階段ランナー

２８ エ


