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砂原 浩太朗 著

講談社

神山藩で代々筆頭家老の黛家。三男の

新三郎は大目付を務める黒沢家に婿入

りし、政務を学び始める。そんな中、黛家

の未来を揺るがす大事件が起き…。神山

藩シリーズ第2弾。『小説現代』掲載に書

き下ろしを加え書籍化。

M

スナ

繭の季節が始まる

福田 和代 著

光文社

新型ウイルスに対抗するため、外出を禁じ

る<繭>の仕組みができた世界。AI搭載のネ

コ型マシンと共に街をパトロールしていた警

察官アキオは、無許可で外に出ている犬を

発見。飼い主を訪ねると、部屋では人が死

んでいて…。

M

フク

黛家の兄弟

断崖から転落した内藤隼人は、意識を取り

戻した矢先、母子が襲撃を受ける場面に遭

遇する。隼人はトウオムア(黒い月)と名乗る

母親とともに、さらわれた息子の奪還に乗り

出すが…。『BOC』連載に書き下ろしを加え単

行本化。

ブラック・ムーン

逢坂 剛 著

中央公論新社

M

オウ

砂嵐に星屑

旬も過ぎ、社内不倫の“前科”で腫れ物扱

いの40代独身女性アナウンサー。娘とは

冷戦状態、同期の早期退職に悩む50代

の報道デスク…。一見華やかなテレビ局。

そこで働く、真面目で不器用な人たちの

物語。

M

イチ

一穂 ミチ 著

幻冬舎

朱（あか）より赤く

高岡智照尼の生涯

窪 美澄 著

花柳界から退いたあとも、社長夫人、映

画女優と華やいだ世界に身を置いた。そ

れでも心は定まらず、38歳、仏門を叩い

た-。明治から昭和を走り抜けた、高岡智

照尼の流転の日々を描く。『きらら』連載

を改稿。

M

クボ

小学館

漆花（しっか）ひとつ

澤田 瞳子 著

講談社

M

サワ

これから先、世がどのように変化するの

か、それは誰にもわからない。畜生と侮

られる武士が公卿に成り代わる日が来

るかもしれない-。平安末期、滅びゆくも

のと生き続けるものを紡ぐ全5編を収録。

『小説現代』掲載を単行本化。



書名 著者名 出版社

Ｍ アサ 六人の噓つきな大学生 浅倉 秋成 KADOKAWA

Ｍ オノ いえ 小野寺 史宜 祥伝社

Ｍ カク タラント 角田 光代 中央公論新社

Ｍ カド 信長、鉄砲で君臨する 門井 慶喜 祥伝社

Ｍ カワ 春のこわいもの 川上 未映子 新潮社

Ｍ キリ 燕は戻ってこない 桐野 夏生 集英社

Ｍ コン シャルロットのアルバイト 近藤 史恵 光文社

Ｍ ドウ 0（ゼロ） 堂場 瞬一 河出書房新社

Ｍ ハジ はじめての 島本 理生　ほか 水鈴社

Ｍ ハヤ 奇跡 林 真理子 講談社

Ｍ ムラ 桜風堂夢ものがたり 村山 早紀 PHP研究所

派遣社員あすみの家計簿  ３ 青木 祐子
小学館
（小学館文庫）

真夜中の栗 小川 糸
幻冬舎
（幻冬舎文庫）

ハウ 斉藤 ひろし
朝日新聞出版
（朝日文庫）

209 もういちど読む山川世界史PLUS アジア編 木村 靖二 山川出版社

210.4 地図でスッと頭に入る鎌倉・室町時代 山田 邦明∥監修 昭文社

222 古代中国の24時間 柿沼 陽平 中央公論新社

分類

歴
史

日
本
の
小
説

中世の写本ができるまで

クリストファー・デ・ハメル 著

白水社

中世の修道士はどうやって羽根ペンを握って

いたのか? 書き間違えたらどう対処したのか? 

中世写本の制作にまつわる実践的技法の

数々を、オックスフォード大学ボドリアン図書

館所蔵の写本のカラー図版79点とともに解説。

０２２

四国辺土

上原 善広 著

KADOKAWA

草遍路、職業遍路、生涯遍路とも呼ばれる

「辺土」。ときに畏敬と畏怖の目で見られ、

放浪者として迫害される彼らに密着取材。

「日本最後の聖と賎」たるもうひとつの遍路

を、5年かけて描いた紀行ルポ。

１８６



309 激動日本左翼史 池上 彰・佐藤 優
講談社
（講談社現代新書）

311 政治責任 鵜飼 健史
岩波書店
(岩波新書)

319 一気にわかる!池上彰の世界情勢  2022 池上 彰 毎日新聞出版

331 あなたを変える行動経済学 大竹 文雄 東京書籍

334 土地は誰のものか 五十嵐 敬喜
岩波書店
(岩波新書)

335 <必要>から始める仕事おこし 日本労働者協同組合連合会∥編
岩波書店
(岩波ブックレット)

367.2 ナショナリズムの狭間から 山下 英愛
岩波書店
(岩波現代文庫)

369.3 東京大空襲の戦後史 栗原 俊雄
岩波書店
(岩波新書)

410 解きたくなる数学 佐藤 雅彦 ほか 岩波書店

490.4 2021 すばらしい人体 山本 健人 ダイヤモンド社

493.7 2021 認知症世界の歩き方 筧 裕介 ライツ社

494.6 2022 脊柱管狭窄症どんどんよくなる!劇的1ポーズ大全 金岡 恒治 文響社

498.3 2021 タキミカ体操 瀧島 未香 サンマーク出版

590 はじめてのひとり暮らし安心ガイド 造事務所∥編 メディアパル

594.3
かぎ針編み刺しゅう糸で編むちょっと珍しい
ミニチュア海の生物図鑑 アップルミンツ

596 たんぱく質しっかりおかず 牧野 直子 池田書店

596.3 カラダにやさしいオートミールの朝食とおやつ 星野 奈々子 パルコエンタテインメント事業部

産
業 689 ディズニーキャストざわざわ日記 笠原 一郎 三五館シンシャ

技
術

社
会

自
然

日本対がん協会∥監修

学研プラス

がんの検査では何をする? がんの専門病

院で最新治療を受けた方がいい? がんの

治療費はいくらかかる? 「がん相談ホットラ

イン」に寄せられた様々な質問に、図表を

交えて回答する。巻頭に折込みのがん予

防心得帖あり。

今日から、ゆるだし

鵜飼 真妃∥著

エムディエヌコーポレーション

素材が持っている自然なだし、うま味を調理

によって引き出し、そこに化学調味料・食塩

無添加の「素材力だし」を加えれば、より満足

感の高いおいしさが生まれます。おいしい、

楽チン、体にやさしいレシピ46を紹介します。

４９４.５
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５９４.３３１２がんの?に答える本

５９６



727 もじモジ探偵団 雪 朱里 グラフィック社

775 宝塚 川崎 賢子
岩波書店
(岩波現代文庫)

779 ミツ 50歳になりまして 光浦 靖子 文藝春秋

910 タイム・スリップ芥川賞 菊池 良 ダイヤモンド社

916 ニシ
死にたかった発達障がい児の僕が
自己変革できた理由 西川 幹之佑

みきのすけ

時事通信出版局

923 チョ 安魂（あんふん） 周 大新
ちょう　　たーしん

河出書房新社

933 ウッ アーチー若気の至り P.G.ウッドハウス 国書刊行会

933 ヘイ ミッドナイト・ライブラリー マット・ヘイグ ハーパーコリンズ・ジャパン

983 ペッ 地獄の裏切り者 パーヴェル・ペッペルシテイン 水声社

お札になった21人の偉人なるほどヒストリー 河合 敦∥監修 あすなろ書房

和ろうそくは、つなぐ 大西 暢夫 アリス館

Ｍ カ 18枚のポートレイト 柏葉 幸子 理論社

Ｍ キ クーちゃんとぎんがみちゃん 北川 佳奈 岩崎書店

F ホ けんかのたね ラッセル・ホーバン 岩波書店

10代と考える「スマホ」 竹内 和雄 岩波書店

337 図解はじめて学ぶみんなのお金 エディ・レイノルズ　ほか 晶文社

Ｍ オ 大人になるまでに読みたい15歳のエッセイ  ２ 和合 亮一∥編 ゆまに書房

※ 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。
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児
童

テ
ィ
ー
ン

くまのピエール

朝比奈 あすか 著

ピエールは小さなくまのぬいぐるみ。月を硬

貨だと思いこんだり、雪の玉みたいにころ

がったり、夏の海で海藻だらけになったり…。

オールカラー・全ページ挿し絵つき・総ルビ

で翻訳童話の入口にピッタリな一冊。

児童養護施設で暮らす高校生のななみは、

医学部進学を目指している。懸命なアルバ

イト、最後の文化祭、初めての彼氏。高校

生活を色濃く過ごす中、高3の夏にななみ

が選んだ道とは-。『小説推理』連載に加筆

訂正し単行本化。

イブ・スパング・オルセン∥作

菱木 晃子∥訳

こぐま社 双葉社

大学進学を控え、新聞社でコピーボーイ

M

アサ

ﾃｲｰﾝ

ななみの海

Ｆ オ


