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村木 嵐 著

幻冬舎

美貌も有力な後ろ盾もないけれど、才を

買われ、徳川家康の側室となった阿茶。

だが、ただ一人の女性を彼女は愛し、最

後まで信じた。それは、禁じられた宗教-。

阿茶の知られざる真実に迫る歴史小説。

M

ムラ

ついでにジェントルメン

柚木 麻子 著

文藝春秋

菊池寛が他の男たちとちがうのは〇〇なと

ころ…。なぜか微妙に社会と歯車の嚙み合

わない人々のもどかしさを、しなやかな筆致

とユーモアで軽やかに飛び越えていく短編

集。全7編を収録。『オール讀物』掲載をまと

めて単行本化。

M

ユズ

阿 茶

ショートケーキが売れ残ることはない。だか

らバイト割引で買って帰れるのはもっぱら安

めのケーキだ-。表題作など、誰からも愛さ

れるケーキをめぐる5つの物語を収録。『オー

ル讀物』『別冊文藝春秋』掲載を改稿し単行

本化。

ショートケーキ。

坂木 司 著

文藝春秋

M

サカ

逆転のアリバイ

真理子と夫は綿密な殺人計画を立てるが、

予想外の人物が凶弾に倒れる。どこから

が加害者による計画なのか。予断を持っ

て捜査を進める集団の中、花房は別の可

能性を検討しはじめ…。『ジャーロ』連載を

単行本化。

M

カノ

香納 諒一 著

光文社

脱北航路

月村 了衛 著

北朝鮮の陸海空軍による大規模軍事演

習で、拉致被害者女性を連れて、日本へ

の亡命を決行した桂東月。朝鮮人民軍

の攻撃をくぐり抜け、東月たちは日本に

辿り着けるのか-。『小説幻冬』連載を加

筆し書籍化。

M

ツキ

幻冬舎

泣き虫先生

ねじめ 正一 著

新日本出版社

M

ネジ

感動屋の「泣き虫先生」と少年野球チー

ムの監督「チビカン」、バッテリーを組む

卓也と清田。揺れ動く少年の心、迷い戸

惑う大人の心。市井の人々の心の機微

をていねいに描く。『しんぶん赤旗』連載

を加筆・修正し単行本化。



書名 著者名 出版社

Ｍ イノ 生皮 井上 荒野 朝日新聞出版

Ｍ エン 稔と仔犬 青いお城 遠藤 周作 河出書房新社

Ｍ サカ 渚の螢火 坂上 泉 双葉社

Ｍ シン 夏が破れる 新庄 耕 小学館

Ｍ ツジ 二重らせんのスイッチ 辻堂 ゆめ 祥伝社

Ｍ ヒガ スクイッド荘の殺人 東川 篤哉 光文社

Ｍ ヒガ マスカレード・ゲーム 東野 圭吾 集英社

Ｍ フカ ファズイーター 深町 秋生 幻冬舎

Ｍ フカ スタッフロール 深緑 野分 文藝春秋

Ｍ ホン にごりの月に誘われ 本城 雅人 東京創元社

Ｍ ヤク 刑事弁護人 薬丸 岳 新潮社

E アガ ないものねだるな 阿川 佐和子 中央公論新社

E タカ 道徳教室 高橋 秀実 ポプラ社

総
記 007 メタバース進化論 バーチャル美少女ねむ 技術評論社

哲
学 159 80歳の壁 和田 秀樹

幻冬舎
（幻冬舎新書）

204 世界史を変えた40の謎  上・中・下
ジャン=クリスティア
ン・プティフィス∥編

原書房

209 ヨーロッパ覇権以前  上・下 J.L.アブー=ルゴド
岩波書店
（岩波現代文庫）

分類

日
本
の
小
説

エ
ッ
セ
イ

歴
史

Windows11やさしい教科書

リブロワークス 著

ＳＢクリエイティブ

Windows 11をこれから使う人に向けて、基本

操作から周辺機器の利用まで、画面を使って

わかりやすく解説する。切り離しできる、折り

込みのショートカットキー一覧なども収録。

2022年最新版Home/Pro対応。

００７

ハレム

小笠原 弘幸 著

新潮社

性愛と淫蕩のイメージで語られてきたイスラ

ム世界の後宮・ハレム。奴隷として連れてこ

られた女官たちはどんな人生を送り、宦官

はどのように権力を手にしたのか? オスマン

帝国を支えた謎多き組織の全貌を最新研

究で描く。

２２７



312 日本の総理大臣大全 八幡 和郎 プレジデント社

366 外国人労働相談最前線 今野 晴貴 岩波書店
（岩波ブックレット）

367.2 ハッシュタグだけじゃ始まらない 熱田 敬子∥編 大月書店

371
先生、どうか皆の前でほめな
いで下さい

金間 大介 東洋経済新報社

379.9 服育のすすめ 安積 陽子 WAVE出版

417 世の中は奇跡であふれている 鳥越 規央 WAVE出版

453 地震と火山と防災のはなし 楠城 一嘉∥編 成山堂書店

460 ラジオ深夜便うたう生物学 本川 達雄
集英社インターナ
ショナル

486 世界で一番美しい蝶図鑑 海野 和男 誠文堂新光社

491.3 2022 すごい酪酸菌 江田 証 幻冬舎

497 2022
免疫力が上がるアルカリ性
体質になる食べ方 小峰 一雄 ユサブル

588 クラフトビール事始め 山田 隆司 朝倉書店

589 リセット!仕事服 松 はじめ 技術評論社

596.3
浅草・フルーツパーラーゴトーの
フルーツをもっとおいしく楽しむ本 後藤 浩一 家の光協会

596.4 幸せなおべんとう 足立 洋子 婦人之友社

673 コールセンターもしもし日記 吉川 徹 三五館シンシャ

675 世界「失敗」製品図鑑 荒木 博行 日経BP

686 阪急電鉄のすべて 「旅と鉄道」編集部∥編 天夢人

社
会

自
然

技
術

産
業

磯部 らん∥著

秀和システム

発する言葉を変えるだけで、人間関係や

環境が変わる。人脈づくりに大切な挨拶と

話すきっかけづくり、好印象を持たれる商

談のときの言い回し、上手なほめ方など

を、「悪い例」と「言い換え」を比較しながら

紹介する。

あした死んでもいい身辺整理

ごんおばちゃま∥著

興陽館

モノ、人間関係、お金、暮らし…。身辺整理

で人生の清算をしませんか? 一気に身辺

整理して毎日を気持ちよく暮らす具体的な

方法を、ブログで大人気のごんおばちゃま

が伝授します。切り取り式のチェックリスト

付き。

３３６

５９４.３３１２誤解されがちな言葉を好かれる

表現に変える言いかえ事典200

５９０



724 アクリル画バイブル マリリン・スコット マール社

786.5 自転車キャンプ大全 田村 浩 技術評論社

言
語 815 「させていただく」の使い方 椎名 美智 KADOKAWA

911.1 ﾅｶﾞ あの胸が岬のように遠かった 永田 和宏 新潮社

933 ﾌｲ 最後の大君 スコット・フィッツジェラルド 中央公論新社

10歳からの学校では教えてく
れない健康とからだ

野口 緑∥監修 池田書店

９１ サ クイズで学ぼう季語の世界 齋藤 孝 NHK出版

Ｍ ハ マスクと黒板 濱野 京子 講談社

F レ 目で見ることばで話をさせて アン・クレア・レゾット 岩波書店

９１ コ 短歌部、ただいま部員募集中! 小島 なお
岩波書店
（岩波ジュニア
  スタートブックス）

Ｍ サ ソノリティ 佐藤 いつ子 KADOKAWA

※ 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。

芸
術

テ
ィ
ー
ン

４９

児
童

出典：（株）図書館流通センター　　

文
学

令丈 ヒロ子∥著

納豆やチーズなどの発酵食品から、ワイン

や日本酒などの醸造酒、そして、ヒトの健康

や汚水処理にまで活躍する、さまざまな種

類の微生物。「発酵」になくてはならない微

体調を崩して入院している、本が大好きな

小5の空花。患者向けの図書館で、空花は

本の中に引っ張り込まれ、アオと名乗る少

女に出会い…。生きづらさを抱えるふたり

の友情を描く。

小川 忠博∥写真 文

あすなろ書房 講談社

大学進学を控え、新聞社でコピーボーイ

３７

病院図書館の青と空

911.3

ナツ

M レ５８

はっこう

俳句作りを上達させたい人に向けて、俳句

鑑賞の基礎の基礎から対話形式で丁寧に

解説する。「夏井いつきの世界一わかりや

すい俳句の授業」の続編。『PHP』連載を加

夏井 いつき∥著

PHP研究所

夏井いつきの世界一

わかりやすい俳句鑑賞の授業

これならわかる!SDGsの

ターゲット169徹底解説

稲葉 茂勝∥著

ポプラ社

SDGsには17個の目標とともに、169個の

ターゲットが示されている。具体的だが、む

ずかしい言葉で書かれている169個のター

ゲットをわかりやすい日本語にし、写真や

図版、表、グラフなどを用いて解説する。


