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南 杏子 著

講談社

夫の暴力から逃れ、幼い娘を連れて家を

出た主婦・明日香。高齢者だけが身を寄

せ合う山間の村に迷い込んだ明日香は、

一見平和な村に隠された大きな秘密に気

付き始め…。認知症の「いま」に斬り込む

メディカル・サスペンス。

M

ミナ

花屋さんが

言うことには

山本 幸久 著

ポプラ社

ブラック企業勤務の紀久子は、酔っぱらっ

た勢いで駅前の花屋で働くことに。いろんな

想いが詰まったお花を届けているうちに、紀

久子は自分の心にもう一度向き合いはじめ

-。『asta*』他連載に加筆修正。

M

ヤマ

アルツ村

日本最大の料理コンクールで、最終審査に

残った6人の俊英たちが競う。料理のテーマ

は「10年ぶりに会った友人との食事」。45分

の闘いを制し、世界に羽ばたくのは-? 『小説

現代』掲載を単行本化。

コンクールシェフ！

五十嵐 貴久 著

講談社

M

イガ

彼女が知らない

隣人たち

地方都市で暮らす咏子は、パートとして

働きながら家族とともに平凡な毎日を

送っていた。だが連続爆発事件が発生し、

今まで気にも留めなかった周囲の異変に

気がついていく…。『しんぶん赤旗』日曜

版掲載を加筆修正の上、改題。

M

アサ

あさの あつこ 著

KADOKAWA

おんなの女房

蟬谷 めぐ実 著

歌舞伎を知らないままに、喜多村燕弥の

もとへ嫁いだ武家の娘・志乃。夫となった

燕弥は評判の女形。家でも女としてふる

まう夫を前に落ち着ける場所がわからな

い志乃は…。やがて惹かれあう夫婦を描

くエモーショナルな時代小説。

M

セミ

KADOKAWA

人面島

中山 七里 著

小学館

M

ナカ

隠れキリシタンの財宝が眠るという人面

島。大地主が急死し、土地が相続される

ことになるが、相続人兄弟のうち長男が

不可解な死を遂げ…。毒舌人面瘡探偵と

ポンコツ相続鑑定士が密室殺人の謎に

挑む。『きらら』連載を加筆改稿。



書名 著者名 出版社

Ｍ イマ 幸村を討て 今村 翔吾 中央公論新社

Ｍ カガ おおあんごう 加賀 翔 講談社

Ｍ コス 母子草（ははこぐさ）の記憶 小杉 健治 双葉社

Ｍ セオ 夏の体温 瀬尾 まいこ 双葉社

Ｍ タキ 博士の長靴 瀧羽 麻子 ポプラ社

Ｍ ナガ ミシンと金魚 永井 みみ 集英社

Ｍ ニシ パラレル・フィクショナル 西澤 保彦 祥伝社

Ｍ ヌカ 弊社は買収されました！ 額賀 澪 実業之日本社

Ｍ ハセ 月の王 馳 星周 KADOKAWA

Ｍ マリ シェア 真梨 幸子 光文社

Ｍ ムラ 風の港 村山 早紀 徳間書店

E オン 月曜日は水玉の犬 恩田 陸 筑摩書房

E サカ うまれることば、しぬことば 酒井 順子 集英社

E セト 遺す言葉 瀬戸内 寂聴 祥伝社

209 世界史の考え方 小川 幸司∥編 ほか
岩波書店
(岩波新書)

210.6 ねじ曲げられた桜  上・下 大貫 恵美子
岩波書店
(岩波現代文庫)

219 ドキュメント<アメリカ世（ゆー）>の沖縄 宮城 修
岩波書店
(岩波新書)

分類

歴
史

日
本
の
小
説

エ
ッ
セ
イ

<自分>を知りたい

君たちへ

養老 孟司 著

毎日新聞出版

希望は自分のなかにある-。自然の不思議、

社会のゆくえ、人生の真実など、養老孟司が

本をひらいて考えた、いまを生きる人びとへ

のメッセージが詰まった読書ガイド。『毎日新

聞』連載を書籍化。

０１９

人類と神々の4万年史

上・下

ニール・マクレガー 著

河出書房新社

古来、神のもとに人は集い、共同体を繁栄

させた。しかし、神の存在すら問われる現

代、宗教を超える物語を見つけられるのか-。

世界中の博物館の収蔵品や建築、場所を

通じて、宗教と信仰の歴史をたどる。カラー

図版も多数収録。

１６１



312 13歳からの地政学 田中 孝幸 東洋経済新報社

312 ファシズムとロシア マルレーヌ・ラリュエル 東京堂出版

378 ろう者と聴者の懸け橋に 鈴木 隆子 大月書店

384 大正ガールズコレクション 石川 桂子 河出書房新社

460 図鑑を見ても名前がわからないのはなぜか? 須黒 達巳 ベレ出版

465 京大おどろきのウイルス学講義 宮沢 孝幸 PHP研究所

481 先生、モモンガがお尻でフクロウを脅しています? 小林 朋道 築地書館

490.1 2022 「死」が教えてくれた幸せの本質 船戸 崇史 ユサブル

491.3 2022 腎臓が寿命を決める 黒尾 誠 幻冬舎

493.7 2022 身近な人が脳梗塞・脳出血になったときの介護と対策 鈩 裕和∥監修
たたら　

自由国民社

498.3 2022 はたらく女性のためのボディワーク 原田 奈名子 農山漁村文化協会

498.3 2022 一生スタスタ歩けるフリフリ体操 中村 格子 学研プラス

498.3 2022 マスクをするなら「声筋」を鍛えなさい 渡邊 雄介 晶文社

519 絶滅危惧種はそこにいる 久保田 潤一
KADOKAWA
（角川新書）

548 今すぐ使えるかんたん自作パソコン リンクアップ 技術評論社

594 優美なクロッシェレース モチーフ&ドイリー アップルミンツ

611 新しい地域をつくる 小田切 徳美 岩波書店

645 まるありがとう 養老 孟司 西日本出版社

社
会

自
然

技
術

産
業

野上 優佳子∥著

成美堂出版

こどもに人気のおかずをメインに、1か月

分のおべんとうの献立を、カレンダーや段

取り表とともに掲載。こどもが食べやすい

肉や魚の定番おかずや、困ったときの副

菜アイデア、イベントべんとうなども紹介

する。

きくらげの逆襲

日本のきくらげ普及推進協議会∥著

毎日新聞出版

美肌に導き、生活習慣病予防にも役立ち、

食物繊維やミネラル類もたっぷり! 免疫力

の向上効果が高いとされるビタミンDの含

有量も高い日本産きくらげの魅力を、あま

すところなく紹介する。和食、イタリアン等

のレシピも掲載。

５９６.４

５９４.３３１２
楽しく作って毎日おいしい

こどものおべんとう

６５７



724 滲（にじ）みで描くねこ  水彩画魔法のレシピ 村上 ゆたか 日貿出版社

759 100均グッズ改造ヒーロー大集合 安居 智博 平凡社

759 ちいさい世界づくり
身近なものでできるジオラマとドールハウス Hanabira工房 ワニブックス

言
語 801 悪い言語哲学入門 和泉 悠

筑摩書房
（ちくま新書）

916 コン 工学部ヒラノ教授と最後の学生たち 今野 浩 青土社

916 ワカ 東大教授、若年性アルツハイマーになる 若井 克子 講談社

920 イナ ラスト・ワルツ 井波 律子 岩波書店

933 ウッ ブランディングズ城のスカラベ騒動 P.G.ウッドハウス 論創社

974 コニ フォンターネ パオロ・コニェッティ 新潮社

世界を変えた146人の子ども ルーラ・ブリッジポート 創元社

はじめてのおり紙ヒコーキ 戸田 拓夫 いかだ社

Ｍ ト タヌキの土居くん 富安 陽子 福音館書店

Ｍ ヒ ふしぎな図書館と魔王グライモン 廣嶋 玲子 講談社

F カ 13枚のピンぼけ写真 キアラ・カルミナーティ 岩波書店

嫌いな教科を好きになる方法、教えてください! 河出書房新社∥編 ほか 河出書房新社

Ｍ ク あの子のことは、なにも知らない 栗沢 まり ポプラ社

F レ サムデイ デイヴィッド・レヴィサン 小峰書店

※ 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。

７５

芸
術

文
学

出典：（株）図書館流通センター　　
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香 君 上・下

名取 佐和子 著

奇跡の稲、オアレ稲をもたらし、香りで万象

を知るという活神<香君>の庇護のもと、帝

国は発展を続けてきた。あるとき、オアレ稲

に虫害が発生する。人並外れた嗅覚をもつ

少女アイシャは、オアレ稲に秘められた謎と

向き合い…。

10年前に貸し出されたままだったケスト

ナーの「飛ぶ教室」が、野亜高図書室に

戻ってきた。体育祭を控え校内が沸き立つ

なか、1冊の本に秘められたドラマが動き

出す。この世界が愛おしくなる瑞々しい青

春小説。

上橋 菜穂子 著

文藝春秋 実業之日本社

大学進学を控え、新聞社でコピーボーイ

M

ナト

ﾃｲｰﾝ

図書室のはこぶね

M ウ


