
書　　　　　　　　　　　名 著者名 出版社

物語のカギ　「読む」が１０倍楽しくなる３８のヒント　 渡辺祐真　スケザネ 笠間書院 901.3 ﾜ

笑いの力、言葉の力　井上ひさしのバトンを受け継ぐ 渡邉　文幸 理論社 910.268 ｲ

負けない人生　 古川　智映子 潮出版社 910.268 ﾌ

闘病・介護・看取り・再生詩歌集　 鈴木　比佐雄 コールサック社 911.08 ﾄ

三十六歌仙の世界　続　『俊成三十六人歌合』解読 笹川　博司 風間書房 911.13 ｻ

ジャーナリスト与謝野晶子　 松村　由利子 短歌研究社 911.16 ﾖ

俳句いまむかし　みたび 坪内　稔典 毎日新聞出版 911.30 ﾂ

脚本力　　 倉本　聰 幻冬舎 912.7 ｸ

濱地健三郎の呪える事件簿　 有栖川　有栖 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 ｱ

はぐれんぼう　 青山　七恵 講談社 913.6 ｱ

松本－日本平殺人連鎖　（人情刑事・道原伝吉） 梓　林太郎 徳間書店 913.6 ｱ

烏の緑羽　　（［八咫烏シリーズ］） 阿部　智里 文藝春秋 913.6 ｱ

水底のスピカ　 乾　ルカ 中央公論新社 913.6 ｲ

首切り島の一夜　 歌野　晶午 講談社 913.6 ｳ

老害の人　 内館　牧子 講談社 913.6 ｳ

リバー　 奥田　英朗 集英社 913.6 ｵ

九人姉妹　千住仲町物語　 荻原　曜治 幻冬舎メディアコンサルティング 913.6 ｵ

葵のしずく　 奥山　景布子 文藝春秋 913.6 ｵ

介護者Ｄ　 河崎　秋子 朝日新聞出版 913.6 ｶ

兎の結末・独身者の憂鬱　 柏原　兵三 小学館 913.6 ｶ

京都四条月岡サヨの板前茶屋　 柏井　壽 講談社 913.6 ｶ

家康と信康　 岳　真也 河出書房新社 913.6 ｶﾞ

夏日狂想　 窪　美澄 新潮社 913.6 ｸ

天狼の爪牙　 倉橋　寛 ブイツーソリューション 913.6 ｸ

シャドウワーク　 佐野　広実 講談社 913.6 ｻ

遠い指先が触れて　 島口　大樹 講談社 913.6 ｼ

歳時記夢幻舞台２４の旅　 高樹　のぶ子 潮出版社 913.6 ﾀ

岬　 竹久　夢二 作品社 913.6 ﾀ

春いちばん　 玉岡　かおる 家の光協会 913.6 ﾀ

太陽諸島　 多和田　葉子 講談社 913.6 ﾀ

過怠　 谷村　志穂 光文社 913.6 ﾀ

しろがねの葉　 千早　茜 新潮社 913.6 ﾁ

機械仕掛けの太陽　 知念　実希人 文藝春秋 913.6 ﾁ

君といた日の続き　 辻堂　ゆめ 新潮社 913.6 ﾂ

小さき王たち　第３部　 堂場　瞬一 早川書房 913.6 ﾄﾞ

鬼人幻燈抄　［１１］　 中西　モトオ 双葉社 913.6 ﾅ

つぶやき岩の秘密　 新田　次郎 小学館 913.6 ﾆ

半月の夜　 野沢　直子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 ﾉ

賢者避行　 藤原　七瀬 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 ﾌ

桃太郎、エステへ行く　 細川　徹 東京ニュース通信社 913.6 ﾎ

麻阿と豪　 諸田　玲子 ＰＨＰ研究所 913.6 ﾓ

日 本 の 小 説

新着図書リスト≪文学≫2022年12月号
10/16から11/15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
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書　　　　　　　　　　　名 著者名 出版社 請求記号

オメガ城の惨劇　 森　博嗣 講談社 913.6 ﾓ

不知火判事の比類なき被告人質問　 矢樹　純 双葉社 913.6 ﾔ

薔薇色に染まる頃　　（紅雲町珈琲屋こよみ） 吉永　南央 文藝春秋 913.6 ﾖ

連合艦隊西進す　２　 横山　信義 中央公論新社 913.6 ﾖ

鉄道小説　 乗代　雄介 交通新聞社 913.68 ﾃ

徳川家康　小説集　 鷲尾　雨工 作品社 913.68 ﾄ

砂漠と異人たち　 宇野　常寛 朝日新聞出版 914.6 ｳ

世間ってなんだ　　 鴻上　尚史 講談社 914.6 ｺ

この星で生きる理由　 佐治　晴夫 ＫＴＣ中央出版 914.6 ｻ

つたなさの方へ　 那須　耕介 ちいさいミシマ社 914.6 ﾅ

編めば編むほどわたしはわたしになっていった　 三國　万里子 新潮社 914.6 ﾐ

湊かなえのことば結び　 湊　かなえ 角川春樹事務所 914.6 ﾐ

偶然の散歩　 森田　真生 ミシマ社 914.6 ﾓ

言葉を植えた人　 若松　英輔 亜紀書房 914.6 ﾜ

無人島のふたり　１２０日以上生きなくちゃ日記　 山本　文緒 新潮社 915.6 ﾔ

まいにちが嵐のような、でも、どうにかなる日々。　 きなこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 916 ｷ

ガダルカナル　　新書版 辻　政信 毎日ワンズ 916 ﾂ

ある大学教員の日常と非日常　 横道　誠 晶文社 916 ﾖ

イスラーム精肉店　　 ソン　ホンギュ 新泉社 929.13 ｿ

アリス－へんてこりん、へんてこりんな世界－　 ケイト・ベイリー 玄光社 930.26 ｷ

怪談　 ラフカディオ・ハーン ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933.6 ﾊ

秘密にしていたこと　 セレステ・イング アストラハウス 933.7 ｲ

平和を愛したスパイ　 ドナルド・Ｅ．ウェストレイク 論創社 933.7 ｳ

ルビーが詰まった脚　 ジョーン・エイキン 東京創元社 933.7 ｴ

真夜中の密室　　 ジェフリー・ディーヴァー 文藝春秋 933.7 ﾃﾞ

不死鳥と鏡　 アヴラム・デイヴィッドスン 論創社 933.7 ﾃﾞ

ホロヴィッツホラー　 アンソニー・ホロヴィッツ 講談社 933.7 ﾎ

鏡の迷宮　パリ警視庁怪事件捜査室　 エリック・フアシエ 早川書房 953.7 ﾌ

ぼくはソ連生まれ　 ヴァシレ・エルヌ 群像社 979.16 ｴ

ゴシックハート　　 高原　英理 筑摩書房 B902.3 ﾀ

室生犀星俳句集　　 室生　犀星 岩波書店 B911.36 ﾑ

迷宮の月　 安部　龍太郎 新潮社 B913.6 ｱ

グッドバイ　 朝井　まかて 朝日新聞出版 B913.6 ｱ

監禁探偵　 我孫子　武丸 実業之日本社 B913.6 ｱ

楽園の烏　　（八咫烏シリーズ） 阿部　智里 文藝春秋 B913.6 ｱ

死にがいを求めて生きているの　 朝井　リョウ 中央公論新社 B913.6 ｱ

十三の海鳴り　蝦夷太平記　 安部　龍太郎 集英社 B913.6 ｱ

錯乱　　新版改訂版 池波　正太郎 春陽堂書店 B913.6 ｲ

相棒　ｓｅａｓｏｎ２０上 輿水　泰弘 朝日新聞出版 B913.6 ｲ

願い針　 五十嵐　佳子 朝日新聞出版 B913.6 ｲ

歌麿の娘　浮世絵おたふく三姉妹　 井川　香四郎 実業之日本社 B913.6 ｲ

剣神　炎を斬る　　（神夢想流林崎甚助） 岩室　忍 中央公論新社 B913.6 ｲ

仇討ち物語　　新版改訂版 池波　正太郎 春陽堂書店 B913.6 ｲ

人撃ち稼業　 井原　忠政 角川春樹事務所 B913.6 ｲ

シーソーモンスター　 伊坂　幸太郎 中央公論新社 B913.6 ｲ

日 本 の エッセイ・ルポルタージュ

外　国　文　学

文　庫（文学論・詩歌）

文　庫 （日本の小説）

2



書　　　　　　　　　　　名 著者名 出版社 請求記号

勘定侍柳生真剣勝負　６　 上田　秀人 小学館 B913.6 ｳ

銀座「四宝堂」文房具店　　 上田　健次 小学館 B913.6 ｳ

恋いちもんめ　　 宇江佐　真理 朝日新聞出版 B913.6 ｳ

猫とメガネ　 榎田　ユウリ 文藝春秋 B913.6 ｴ

銀の玉簪　八丁堀強妻物語　２　 岡本　さとる 小学館 B913.6 ｵ

ライオンのおやつ　 小川　糸 ポプラ社 B913.6 ｵ

古い画の家　小沼丹推理短篇集　　 小沼　丹 中央公論新社 B913.6 ｵ

妖怪犯科帳　あやかし長屋　２　 神楽坂　淳 講談社 B913.6 ｶ

天華の剣　上　新刻改訂版（浮世絵宗次日月抄） 門田　泰明 祥伝社 B913.6 ｶ

おいしい給食　［３］　 紙吹　みつ葉 中央公論新社 B913.6 ｶ

無限の玄／風下の朱　　 古谷田　奈月 筑摩書房 B913.6 ｺ

ひたむきに　　（風烈廻り与力・青柳剣一郎） 小杉　健治 祥伝社 B913.6 ｺ

最後の封印　 今野　敏 徳間書店 B913.6 ｺ

名残の花　 澤田　瞳子 新潮社 B913.6 ｻ

アリバイ奪取　笹沢左保ミステリ短篇選　 笹沢　左保 中央公論新社 B913.6 ｻ

春風同心十手日記　４　 佐々木　裕一 小学館 B913.6 ｻ

暗い傾斜　　 笹沢　左保 徳間書店 B913.6 ｻ

一人二役　（吉原裏同心） 佐伯　泰英 光文社 B913.6 ｻ

決着　決定版　（吉原裏同心） 佐伯　泰英 光文社 B913.6 ｻ

布石　決定版　（吉原裏同心） 佐伯　泰英 光文社 B913.6 ｻ

妻の終活　　 坂井　希久子 祥伝社 B913.6 ｻ

北辰群盗録　 佐々木　譲 光文社 B913.6 ｻ

吼えろ道真　　（大宰府の詩） 澤田　瞳子 集英社 B913.6 ｻ

うぽっぽ同心十手綴り　 坂岡　真 中央公論新社 B913.6 ｻ

倒産続きの彼女　 新川　帆立 宝島社 B913.6 ｼ

神様たちのお伊勢参り　１２　 竹村　優希 双葉社 B913.6 ﾀ

武装警察　第１０３分署　 鷹樹　烏介 祥伝社 B913.6 ﾀ

ゆえに、警官は見護る　 日明　恩 双葉社 B913.6 ﾀ

駅の名は夜明　　（軌道春秋） 高田　郁 双葉社 B913.6 ﾀ

貴族の階段　 武田　泰淳 中央公論新社 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

新・入り婿侍商い帖　お波津の婿　２　 千野　隆司 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B913.6 ﾁ

馬の首風雲録　 筒井　康隆 徳間書店 B913.6 ﾂ

滑らかな虹　上　 十市　社 東京創元社 B913.6 ﾄ

商う狼　江戸商人杉本茂十郎　 永井　紗耶子 新潮社 B913.6 ﾅ

毒島刑事最後の事件　 中山　七里 幻冬舎 B913.6 ﾅ

鎌倉署・小笠原亜澄の事件簿　稲村ケ崎の落日　 鳴神　響一 文藝春秋 B913.6 ﾅ

キッドの運命　 中島　京子 集英社 B913.6 ﾅ

猫は知っていた　 仁木　悦子 講談社 B913.6 ﾆ

二の悲劇　 法月　綸太郎 祥伝社 B913.6 ﾉ

本所おけら長屋　１９　 畠山　健二 ＰＨＰ研究所 B913.6 ﾊ

海が見える家　旅立ち　　 はらだ　みずき 小学館 B913.6 ﾊ

工作艦明石の孤独　２ 林　譲治 早川書房 B913.6 ﾊ

神田のっぴき横丁　２　 氷月　葵 二見書房 B913.6 ﾋ

ラスト・ラブレター　 樋口　修吉 徳間書店 B913.6 ﾋ

老警　　 古野　まほろ ＫＡＤＯＫＡＷＡ B913.6 ﾌ

この季節が噓だとしても　 富良野　馨 講談社 B913.6 ﾌ

失楽園のイヴ　　 藤本　ひとみ 講談社 B913.6 ﾌ

楽天記　　 古井　由吉 講談社 B913.6 ﾌ

女副署長　［３］　 松嶋　智左 新潮社 B913.6 ﾏ
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書　　　　　　　　　　　名 著者名 出版社 請求記号

泥の中で咲け　　文庫改訂版 松谷　美善 幻冬舎メディアコンサルティング B913.6 ﾏ

神域　 真山　仁 文藝春秋 B913.6 ﾏ

さよならの儀式　８　 宮部　みゆき 河出書房新社 B913.6 ﾐ

剣豪将軍義輝　上　 宮本　昌孝 徳間書店 B913.6 ﾐ

おんなの花見　煮売屋お雅味ばなし　 宮本　紀子 文藝春秋 B913.6 ﾐ

ＭＩＳＳＩＮＧ　失われているもの　 村上　龍 新潮社 B913.6 ﾑ

ＢＡＤ　ＫＩＤＳ　 村山　由佳 集英社 B913.6 ﾑ

まやかしうらない処　［２］ 山本　巧次 小学館 B913.6 ﾔ

はじまりの島　　 柳　広司 幻冬舎 B913.6 ﾔ

死してなお　　 矢月　秀作 文藝春秋 B913.6 ﾔ

星霊の艦隊　３　 山口　優 早川書房 B913.6 ﾔ

月夜の羊　　（紅雲町珈琲屋こよみ） 吉永　南央 文藝春秋 B913.6 ﾖ

ｉｆの世界線　 石川　宗生 講談社 B913.68 ｲ

家族　　 中島　要 朝日新聞出版 B913.68 ｶ

Ｊミステリー　２０２２ＦＡＬＬ 光文社文庫編集部 光文社 B913.68 ｼﾞ

はらぺこ　＜美味＞時代小説傑作選　 朝井　まかて ＰＨＰ研究所 B913.68 ﾊ

旅ドロップ　 江國　香織 小学館 B914.6 ｴ

邱飯店交遊録　 邱　永漢 中央公論新社 B914.6 ｷ

戦争について　 小林　秀雄 中央公論新社 B914.6 ｺ

高峰秀子ベスト・エッセイ　 高峰　秀子 筑摩書房 B914.6 ﾀ

不定形の思想　　 鶴見　俊輔 河出書房新社 B914.6 ﾂ

講釈場のある風景　 中央公論新社 中央公論新社 B914.68 ｺ

拡散　大消滅２０４３　上・下　 邱　挺峰 文藝春秋 B923.7 ｷ

悪しき正義をつかまえろ　 ジェフリー・アーチャー ハーパーコリンズ・ジャパン B933.7 ｱ

ミセス・ハリス、パリへ行く　 ポール・ギャリコ ＫＡＤＯＫＡＷＡ B933.7 ｷﾞ

ブラック・ワスプ出動指令　上・下　（トム・クランシーのオプ・センター）トム・クランシー 扶桑社 B933.7 ｸ

サスペンス作家が人をうまく殺すには　　 エル・コシマノ 東京創元社 B933.7 ｺ

奪還　下　 リー・チャイルド 講談社 B933.7 ﾁ

どこまでも食いついて　　（ワニの町へ来たスパイ） ジャナ・デリオン 東京創元社 B933.7 ﾃﾞ

５６日間　 キャサリン・ライアン・ハワード 新潮社 B933.7 ﾊ

明日をこえて　　 ロバート・Ａ．ハインライン 扶桑社 B933.7 ﾊ

密室の魔術師　 アントニイ・バウチャー 扶桑社 B933.7 ﾊﾞ

インドへの道　　 Ｅ．Ｍ．フォースター 河出書房新社 B933.7 ﾌ

ジャッカルの日　上・下　改版 フレデリック・フォーサイス ＫＡＤＯＫＡＷＡ B933.7 ﾌ

平和という名の廃墟　上・下 アーカディ・マーティーン 早川書房 B933.7 ﾏ

エリア随筆抄　　 チャールズ・ラム 岩波書店 B934.6 ﾗ

滅びゆく宇宙タルカン　　（宇宙英雄ローダン・シリーズ） エルンスト・ヴルチェク 早川書房 B943.7 ｳﾞ

ブラックホール攻防戦　　（宇宙英雄ローダン・シリーズ） クルト・マール 早川書房 B943.7 ﾏ

１７９５　　 ニクラス・ナット・オ・ダーグ 小学館 B949.83 ﾅ

ラブイユーズ　 バルザック 光文社 B953.6 ﾊﾞ

シェフチェンコ詩集　 シェフチェンコ 岩波書店 B989.41 ｼ

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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