
書　　　　　　　　　　　名 著者名 出版社

キャラクター　登場人物の本質と創作の技法　 ロバート・マッキー フィルムアート社 901.27 ﾏ

ホラーの哲学　 ノエル・キャロル フィルムアート社 901.3 ｷ

あなたの小説にはたくらみがない　 佐藤　誠一郎 新潮社 901.30 ｻ

翻訳、一期一会　 鴻巣　友季子 左右社 904 ｺ

幻想と怪奇　１１　 牧原　勝志 新紀元社 908.3 ｹﾞ

五〇人の作家たち　 岡山　典弘 新典社 910.26 ｵ

ペガサスの記憶　 桐島　洋子 小学館 910.268 ｷ

自分を愛し胸を張って生きる瀬戸内寂聴の言葉　 桑原　晃弥 リベラル社 910.268 ｾ

じゃんけんできめる　歌集　 山添　聖子 小学館 911.16 ｼﾞ

毎日のように手紙は来るけれどあなた以外の人からである　 枡野　浩一 左右社 911.16 ﾏ

いちばんわかりやすい俳句歳時記　秋冬新年　新版 辻　桃子 主婦の友社 911.30 ﾂ

いちばんわかりやすい俳句歳時記　春夏　新版 辻　桃子 主婦の友社 911.30 ﾂ

瓢簞から人生　 夏井　いつき 小学館 911.30 ﾅ

ドナルド・キーンと俳句　 毬矢　まりえ 白水社 911.30 ﾏ

超訳芭蕉百句　　 嵐山　光三郎 筑摩書房 911.32 ﾏ

シルバー川柳　笑いあり、しみじみあり　上を向いて歩こう編 みやぎシルバーネット 河出書房新社 911.46 ｼ

シルバー川柳　１２　特売日手押し車でかっ飛ばす 全国有料老人ホーム協会 ポプラ社 911.46 ｼ

超シルバー川柳　９０歳以上のご長寿傑作選　笑顔がいっぱい編 みやぎシルバーネット 河出書房新社 911.46 ﾁ

沙羅双樹の花に捧ぐ 山谷　和子 清水書院 913.43 ﾔ

立川生志のニュース落語　 立川　生志 梓書院 913.7 ﾀ

此の世の果ての殺人　 荒木　あかね 講談社 913.6 ｱ

いつもの木曜日　 青山　美智子 宝島社 913.6 ｱ

三世代探偵団　［４］　 赤川　次郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 ｱ

かんむり　 彩瀬　まる 幻冬舎 913.6 ｱ

ハヤブサ消防団　 池井戸　潤 集英社 913.6 ｲ

祝祭の子　 逸木　裕 双葉社 913.6 ｲ

月の三相　 石沢　麻依 講談社 913.6 ｲ

ペットショップ無惨　　（池袋ウエストゲートパーク） 石田　衣良 文藝春秋 913.6 ｲ

まず牛を球とします。　 柞刈　湯葉 河出書房新社 913.6 ｲ

李良枝セレクション　 李　良枝 白水社 913.6 ｲ

奇跡を蒔くひと　 五十嵐　貴久 光文社 913.6 ｲ

付き添うひと　 岩井　圭也 ポプラ社 913.6 ｲ

切腹屋　 岩井　三四二 光文社 913.6 ｲ

ドラゴンズ・タン　 宇佐美　まこと 新潮社 913.6 ｳ

営繕かるかや怪異譚　その３ 小野　不由美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 ｵ

台湾侵攻　６　日本参戦 大石　英司 中央公論新社 913.6 ｵ

ループ・オブ・ザ・コード　 荻堂　顕 新潮社 913.6 ｵ

掌に眠る舞台　 小川　洋子 集英社 913.6 ｵ

たとえば、葡萄　 大島　真寿美 小学館 913.6 ｵ

喫茶とまり木で待ち合わせ　 沖田　円 実業之日本社 913.6 ｵ

悲鳴だけ聞こえない　 織守　きょうや 双葉社 913.6 ｵ

我、鉄路を拓かん　 梶　よう子 ＰＨＰ研究所 913.6 ｶ

煉獄の時　 笠井　潔 文藝春秋 913.6 ｶ

豪球復活　 河合　莞爾 講談社 913.6 ｶ

夜がうたた寝してる間に　 君嶋　彼方 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 ｷ

新着図書リスト≪文学≫2022年11月号
9/16から10/15までに購入した図書の一部を紹介しています。お問い合わせは最寄りの図書館まで。

  　　　　　　　　中央図書館　 TEL 042-394-2900　　　  富士見図書館　 TEL 042-395-7241
　　　　　　　　　萩山図書館 　TEL 042-393-3172　　　  秋津図書館　　  TEL 042-391-0930
　　　　　　　　　廻田図書館　 TEL 042-392-2334

請求記号

文　学　論　・　詩　歌

日 本 の 小 説
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書　　　　　　　　　　　名 著者名 出版社 請求記号

孤立宇宙　 熊谷　達也 講談社 913.6 ｸ

爆弾犯と殺人犯の物語　 久保　りこ 双葉社 913.6 ｸ

フィールダー　 古谷田　奈月 集英社 913.6 ｺ

マル暴ディーヴァ　 今野　敏 実業之日本社 913.6 ｺ

信長伝　 佐藤　大輔 中央公論新社 913.6 ｻ

犬を盗む　 佐藤　青南 実業之日本社 913.6 ｻ

首取物語　 西條　奈加 徳間書店 913.6 ｻ

とあるおっさんのＶＲＭＭＯ活動記　２６ 椎名　ほわほわ アルファポリス 913.6 ｼ

競争の番人　［２］ 新川　帆立 講談社 913.6 ｼ

素晴らしき国　 小路　幸也 角川春樹事務所 913.6 ｼ

英雄　 真保　裕一 朝日新聞出版 913.6 ｼ

うさぎの町の殺人　 周木　律 実業之日本社 913.6 ｼ

名探偵のいけにえ　人民教会殺人事件　 白井　智之 新潮社 913.6 ｼ

ヘルンとセツ　 田渕　久美子 ＮＨＫ出版 913.6 ﾀ

われ去りしとも美は朽ちず　 玉岡　かおる 潮出版社 913.6 ﾀ

翡翠の風と踊る死者　　（薬屋探偵妖綺談） 高里　椎奈 講談社 913.6 ﾀ

噓つきジェンガ　 辻村　深月 文藝春秋 913.6 ﾂ

イオカステの揺籃　 遠田　潤子 中央公論新社 913.6 ﾄ

オリンピックを殺す日　ＴＨＥ　ＧＡＭＥ　 堂場　瞬一 文藝春秋 913.6 ﾄﾞ

越境刑事　 中山　七里 ＰＨＰ研究所 913.6 ﾅ

レッドゾーン　 夏川　草介 小学館 913.6 ﾅ

警察医の戒律　 直島　翔 角川春樹事務所 913.6 ﾅ

ストロベリー戦争　　（弁理士・大鳳未来） 南原　詠 宝島社 913.6 ﾅ

それでも僕は東大に合格したかった　 西岡　壱誠 新潮社 913.6 ﾆ

家裁調査官・庵原かのん　 乃南　アサ 新潮社 913.6 ﾉ

新！店長がバカすぎて　 早見　和真 角川春樹事務所 913.6 ﾊ

若葉荘の暮らし　 畑野　智美 小学館 913.6 ﾊ

素数とバレーボール　 平岡　陽明 講談社 913.6 ﾋ

事件は終わった　 降田　天 集英社 913.6 ﾌ

その本は　 又吉　直樹 ポプラ社 913.6 ﾏ

レッドクローバー　 まさき　としか 幻冬舎 913.6 ﾏ

あの子とＱ　 万城目　学 新潮社 913.6 ﾏ

キッズ・アー・オールライト　 丸山　正樹 朝日新聞出版 913.6 ﾏ

ゲート０　自衛隊銀座にて、斯く戦えり　後編 柳内　たくみ アルファポリス 913.6 ﾔ

ええじゃないか　 谷津　矢車 中央公論新社 913.6 ﾔ

連合艦隊西進す　日独開戦　１　 横山　信義 中央公論新社 913.6 ﾖ

わがままな選択　 横山　拓也 河出書房新社 913.6 ﾖ

言葉のおもちゃ箱　伊奈かっぺい綴り方教室　 伊奈　かっぺい 本の泉社 914.6 ｲ

４０歳からは自由に生きる　 池田　清彦 講談社 914.6 ｲ

思い出リゾート　 嬉野　雅道 光文社 914.6 ｳ

ずっと、おしまいの地　 こだま 太田出版 914.6 ｺ

お母ちゃんの鬼退治　 小手鞠　るい 偕成社 914.6 ｺ

万感のおもい　 万城目　学 夏葉社 914.6 ﾏ

歩きながら考える　 ヤマザキ　マリ 中央公論新社 914.6 ﾔ

作家の老い方　 草思社編集部 草思社 914.68 ｻ

親の介護をはじめたらお金の話で泣き見てばかり　　増補改訂版 鳥居　りんこ 双葉社 916 ﾄ

幸福とは何ぞや　　増補新版 佐藤　愛子 中央公論新社 917 ｻ

ああ面白かったと言って死にたい　 佐藤　愛子 コスミック出版 917 ｻ

太陽が死んだ日　 閻　連科 河出書房新社 923.7 ｲ

台北野球倶楽部の殺人　 唐　嘉邦 文藝春秋 923.7 ﾄ

流浪地球　 劉　慈欣 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 923.7 ﾘ

タワー　 ペ　ミョンフン 河出書房新社 929.13 ﾍﾟ

動物農園　 ジョージ・オーウェル 中央公論新社 933.7 ｵ

日 本 の エッセイ・ルポルタージュ

外　国　文　学
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書　　　　　　　　　　　名 著者名 出版社 請求記号

かくて彼女はヘレンとなった　　 キャロライン・Ｂ．クーニー 早川書房 933.7 ｸ

光を灯す男たち　 エマ・ストーネクス 新潮社 933.7 ｽ

アーモンドの木　 ウォルター・デ・ラ・メア 白水社 933.7 ﾃﾞ

アンネの日記　言葉はどのようにして人を救うのか　 小川　洋子 ＮＨＫ出版 949.35 ﾌ

忘れたとは言わせない　 トーヴェ・アルステルダール ＫＡＤＯＫＡＷＡ 949.83 ｱ

子供が王様　 デルフィーヌ・ド・ヴィガン 東京創元社 953.7 ｳﾞ

あなたの教室　 レティシア・コロンバニ 早川書房 953.7 ｺ

翼っていうのは噓だけど　 フランチェスカ・セラ 早川書房 953.7 ｾ

絵画で読む『失われた時を求めて』　カラー版　 吉川　一義 中央公論新社 953.7 ﾌﾟ

無のまなざし　 ジョゼ・ルイス・ペイショット 現代企画室 969.3 ﾍﾟ

「幸せの列車」に乗せられた少年　 ヴィオラ・アルドーネ 河出書房新社 973 ｱ

現代ロシア文学入門　 ポスト・ソヴィエト文学研究会 東洋書店新社 980.2 ｹﾞ

戦争日記　鉛筆１本で描いたウクライナのある家族の日々　 オリガ・グレベンニク 河出書房新社 986 ｸﾞ

書かれる手　　 堀江　敏幸 講談社 B902.05 ﾎ

はじめての王朝文化辞典　 川村　裕子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B910.23 ｶ

無想庵物語　　 山本　夏彦 中央公論新社 B910.268ﾀ

京都に女王と呼ばれた作家がいた　山村美紗とふたりの男　 花房　観音 幻冬舎 B910.268ﾔ

１７歳のポケット　 山田　かまち 集英社 B911.56 ﾔ

日本鬼文学名作選　　 東　雅夫 東京創元社 B913 ﾆ

落語刑事サダキチ　神楽坂の赤犬　 愛川　晶 中央公論新社 B913.6 ｱ

大名倒産　上・下　 浅田　次郎 文藝春秋 B913.6 ｱ

花下に舞う　 あさの　あつこ 光文社 B913.6 ｱ

与太郎侍　　 井川　香四郎 集英社 B913.6 ｲ

殺意　 井上　靖 中央公論新社 B913.6 ｲ

雪と心臓　 生馬　直樹 集英社 B913.6 ｲ

獣たちのコロシアム　　（池袋ウエストゲートパーク） 石田　衣良 文藝春秋 B913.6 ｲ

雲を紡ぐ　　 伊吹　有喜 文藝春秋 B913.6 ｲ

珈琲屋の人々　［５］　 池永　陽 双葉社 B913.6 ｲ

ピカソになれない私たち　 一色　さゆり 幻冬舎 B913.6 ｲ

安倍晋三の真実　安倍家三代　 大下　英治 徳間書店 B913.6 ｵ

南町奉行と火消し婆　　（耳袋秘帖） 風野　真知雄 文藝春秋 B913.6 ｶ

片手斬り　　（若さま同心徳川竜之助） 風野　真知雄 双葉社 B913.6 ｶ

ごんげん長屋つれづれ帖　５ 金子　成人 双葉社 B913.6 ｶ

汝戟とせば　１ 門田　泰明 徳間書店 B913.6 ｶ

万波を翔る　 木内　昇 集英社 B913.6 ｷ

潮風メニュー　 喜多嶋　隆 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B913.6 ｷ

鬼の花嫁　新婚編１　 クレハ スターツ出版 B913.6 ｸ

遺跡発掘師は笑わない　［１６］　 桑原　水菜 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B913.6 ｸ

両面宿儺の謎　桜咲准教授の災害伝承講義　 久真瀬　敏也 宝島社 B913.6 ｸ

桃源　 黒川　博行 集英社 B913.6 ｸ

情け深川　恋女房　　 小杉　健治 角川春樹事務所 B913.6 ｺ

アジアの孤児　　 呉　濁流 岩波書店 B913.6 ｺﾞ

名乗らじ　　（空也十番勝負） 佐伯　泰英 文藝春秋 B913.6 ｻ

異館　　決定版 　（吉原裏同心） 佐伯　泰英 光文社 B913.6 ｻ

浪人若さま新見左近　７　決定版　 佐々木　裕一 双葉社 B913.6 ｻ

姉妹の絆　　（公家武者信平） 佐々木　裕一 講談社 B913.6 ｻ

わたしが消える　　 佐野　広実 講談社 B913.6 ｻ

犯人に告ぐ　３上・下　 雫井　脩介 双葉社 B913.6 ｼ

浪人半九郎　 鈴木　英治 光文社 B913.6 ｽ

犬のかたちをしているもの　 高瀬　隼子 集英社 B913.6 ﾀ

生命の略奪者　　(天久鷹央の事件カルテ） 知念　実希人 新潮社 B913.6 ﾁ

神無の恋風　　（湯屋のお助け人） 千野　隆司 双葉社 B913.6 ﾁ

九龍城の殺人　　 月原　渉 新潮社 B913.6 ﾂ

文　庫（文学論・詩歌）

文　庫 （日本の小説）
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書　　　　　　　　　　　名 著者名 出版社 請求記号

京都府警あやかし課の事件簿　７　 天花寺　さやか ＰＨＰ研究所 B913.6 ﾃ

わたしの良い子　 寺地　はるな 中央公論新社 B913.6 ﾃ

剣客参上　　（八丁堀「鬼彦組」激闘篇） 鳥羽　亮 文藝春秋 B913.6 ﾄ

はじまりの町がはじまらない　 夏海　公司 早川書房 B913.6 ﾅ

菊花ひらく　　 中島　久枝 光文社 B913.6 ﾅ

本を守ろうとする猫の話　 夏川　草介 小学館 B913.6 ﾅ

二木先生　　 夏木　志朋 ポプラ社 B913.6 ﾅ

まぼろしの軍師　新田次郎歴史短篇選　 新田　次郎 中央公論新社 B913.6 ﾆ

寝台特急「はやぶさ」の女　　改版 西村　京太郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B913.6 ﾆ

終の盟約　　 楡　周平 集英社 B913.6 ﾆ

超武装戦闘機隊　長編戦記シミュレーション・ノベル　上 林　譲治 コスミック出版 B913.6 ﾊ

黄金夜界　 橋本　治 中央公論新社 B913.6 ﾊ

覇王の譜　　 橋本　長道 新潮社 B913.6 ﾊ

レミは生きている　　新版 平野　威馬雄 筑摩書房 B913.6 ﾋ

それぞれの山　　（南アルプス山岳救助隊Ｋ－９） 樋口　明雄 徳間書店 B913.6 ﾋ

家康の養女満天姫の戦い　 古川　智映子 潮出版社 B913.6 ﾌ

海とジイ　　 藤岡　陽子 小学館 B913.6 ﾌ

あなたの本　 誉田　哲也 中央公論新社 B913.6 ﾎ

仕事ください　 眉村　卓 竹書房 B913.6 ﾏ

ＪＫ　２　 松岡　圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B913.6 ﾏ

サファイア　　 湊　かなえ 角川春樹事務所 B913.6 ﾐ

いけない　　 道尾　秀介 文藝春秋 B913.6 ﾐ

ダウン・ツ・ヘヴン　　改版 森　博嗣 中央公論新社 B913.6 ﾓ

星霊の艦隊　１ 山口　優 早川書房 B913.6 ﾔ

まやかしうらない処　［１］　 山本　巧次 小学館 B913.6 ﾔ

みちづれの猫　 唯川　恵 集英社 B913.6 ﾕ

あやかし夫婦は未来のために。　上　（浅草鬼嫁日記） 友麻　碧 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B913.6 ﾕ

Ｉの悲劇　　 米澤　穂信 文藝春秋 B913.6 ﾖ

新編散文の基本　 阿部　昭 中央公論新社 B914.6 ｱ

チキンライスと旅の空　　 池波　正太郎 中央公論新社 B914.6 ｲ

箸もてば　 石田　千 筑摩書房 B914.6 ｲ

べらぼうくん　 万城目　学 文藝春秋 B914.6 ﾏ

残されたつぶやき　　 山本　文緒 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B914.6 ﾔ

おいしいアンソロジー　おやつ　甘いもので、ひとやすみ　　 阿川　佐和子 大和書房 B914.68 ｵ

ぼけますから、よろしくお願いします。　 信友　直子 新潮社 B916 ﾉ

私の中の日本軍　上・下　 山本　七平 文藝春秋 B916 ﾔ

中国戦乱詩　　 鈴木　虎雄 講談社 B921 ﾁ

塩と運命の皇后　 ニー・ヴォ 集英社 B933.7 ｳﾞ

写字室の旅／闇の中の男　 ポール・オースター 新潮社 B933.7 ｵ

ダブル・ダブル　　新訳版 エラリイ・クイーン 早川書房 B933.7 ｸ

キュレーターの殺人　 Ｍ．Ｗ．クレイヴン 早川書房 B933.7 ｸ

アガサ・レーズンの奇妙なクリスマス（英国ちいさな村の謎） Ｍ．Ｃ．ビートン 原書房 B933.7 ﾋﾞ

シナモンとガンパウダー　　 イーライ・ブラウン 東京創元社 B933.7 ﾌﾞ

スクイズ・プレー　 ポール・ベンジャミン 新潮社 B933.7 ﾍﾞ

シャーロック・ホームズとシャドウェルの影　　 ジェイムズ・ラヴグローヴ 早川書房 B933.7 ﾗ

潜入捜査官ブル　　（宇宙英雄ローダン・シリーズ） ロベルト・フェルトホフ 早川書房 B943.7 ﾌ

１７９４　　 ニクラス・ナット・オ・ダーグ 小学館 B949.83 ﾅ

サラゴサ手稿　上　 ヤン・ポトツキ 岩波書店 B953.6 ﾎﾟ

プルースト読書の喜び　私の好きな名場面　 保苅　瑞穂 筑摩書房 B953.7 ﾌﾟ

魔王の島　　 ジェローム・ルブリ 文藝春秋 B953.7 ﾙ

精霊たちの迷宮　上・下　 カルロス・ルイス・サフォン 集英社 B963 ﾙ

親衛隊士の日　 Ｖ．ソローキン 河出書房新社 B983 ｿ

ステパンチコヴォ村とその住人たち　　 ドストエフスキー 光文社 B983 ﾄﾞ

文　庫 （外国文学）

文　庫 （日本のエッセイ・ルポルタージュ）
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