
書　　　　　　　　　　　名 著者名 出版社

このミステリーがすごい！　２３年版 『このミステリーがすごい！』編集部 宝島社 901.3 ｺ
物語づくりのための黄金パターン　世界観設定編２　 榎本　秋 ＤＢジャパン 901.30 ｴ
感情を引き出す小説の技巧　 ドナルド・マース フィルムアート社 901.30 ﾏ
幻想と怪奇　１２　イギリス女性作家怪談集 牧原　勝志 新紀元社 908.3 ｹﾞ
絶縁　 村田　沙耶香 小学館 908.3 ｾﾞ
古典と日本人　 前田　雅之 光文社 910.2 ﾏ
文豪と怪奇　 東　雅夫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 910.26 ﾋ
名著入門　日本近代文学５０選　 平田　オリザ 朝日新聞出版 910.26 ﾋ
本格ミステリ・ベスト１０　２０２３ 探偵小説研究会 原書房 910.26 ﾎ
大江健三郎の「義」　 尾崎　真理子 講談社 910.268 ｵ
遊びは勉強友だちは先生　「ズッコケ三人組」の作家・那須正幹大研究　 藤田　のぼる ポプラ社 910.268 ﾅ
よみがえる森鷗外　 毎日新聞学芸部 毎日新聞出版 910.268 ﾓ
万葉考古学　　 上野　誠 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 911.12 ﾏ
短歌のガチャポン　 穂村　弘 小学館 911.16 ﾀ
孤独の俳句　「山頭火と放哉」名句１１０選　 金子　兜太 小学館 911.36 ﾀ
こころのねっこ　「こどもの詩」５５周年精選集（２０１７～２０２１）　 読売新聞生活部 中央公論新社 911.56 ｺ
うま　 井上　ひさし 集英社 912.6 ｲ
更級日記を読む　源氏物語をめぐって　２　 神明　敬子 幻冬舎メディアコンサルティング 915.36 ｽ
天気図からよみとく奥の細道　 村山　貢司 星海社 915.5 ﾏ

バールの正しい使い方　 青本　雪平 徳間書店 913.6 ｱ
ユア・プレゼント　 青山　美智子 ＰＨＰ研究所 913.6 ｱ
魔弾の標的　　（警視庁捜査一課十一係） 麻見　和史 講談社 913.6 ｱ
幾千年の声を聞く　 青羽　悠 中央公論新社 913.6 ｱ
名探偵の生まれる夜　 青柳　碧人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 ｱ
夜想交叉路　 青山　繁晴 扶桑社 913.6 ｱ
恩送り　 麻宮　好 小学館 913.6 ｱ
一睡の夢　 伊東　潤 幻冬舎 913.6 ｲ
まあたらしい一日　 いしい　しんじ ＢＬ出版 913.6 ｲ
骨灰　 冲方　丁 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 ｳ
継ぐ者　 上田　秀人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 ｳ
黒石　　（新宿鮫） 大沢　在昌 光文社 913.6 ｵ
祝宴　 温　又柔 新潮社 913.6 ｵ
鎌倉駅徒歩８分、空室あり　 越智　月子 幻冬舎 913.6 ｵ
心霊探偵八雲ＩＮＩＴＩＡＬ　ＦＩＬＥ幽霊の定理　 神永　学 講談社 913.6 ｶ
見果てぬ王道　 川越　宗一 文藝春秋 913.6 ｶ
本好きの下剋上　第５部［１０］　 香月　美夜 ＴＯブックス 913.6 ｶ
チンギス紀　１５　 北方　謙三 集英社 913.6 ｷ
秋雨物語　 貴志　祐介 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 ｷ
水　 北村　薫 新潮社 913.6 ｷ
どうする家康　１ 古沢　良太 ＮＨＫ出版 913.6 ｷ
黄昏にやさしく　 工藤　勢津子 新日本出版社 913.6 ｸ
兜町の男　 黒木　亮 毎日新聞出版 913.6 ｸ
タイム・オブ・デス、デート・オブ・バース　 窪　美澄 筑摩書房 913.6 ｸ
うさぎ玉ほろほろ　 西條　奈加 講談社 913.6 ｻ
樹林の罠　（［道警シリーズ］） 佐々木　譲 角川春樹事務所 913.6 ｻ

新着図書リスト≪文学≫2023年2月号
12/16から1/15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

君の地球が平らになりますように　 斜線堂　有紀 集英社 913.6 ｼ
ここでは誰もが噓をつく　 嶋中　潤 講談社 913.6 ｼ
クロコダイル・ティアーズ　 雫井　脩介 文藝春秋 913.6 ｼ
影と踊る日　 神護　かずみ 講談社 913.6 ｼﾞ
古事記異聞　［５］　 高田　崇史 講談社 913.6 ﾀ
芦屋山手お道具迎賓館　 高殿　円 淡交社 913.6 ﾀ
踏切の幽霊　 高野　和明 文藝春秋 913.6 ﾀ
青春放浪　　 檀　一雄 小学館 913.6 ﾀﾞ
妖変未来記　 東郷　隆 出版芸術社 913.6 ﾄ
風の値段　 堂場　瞬一 小学館 913.6 ﾄﾞ
世はすべて美しい織物　 成田　名璃子 新潮社 913.6 ﾅ
ゴッホの犬と耳とひまわり　 長野　まゆみ 講談社 913.6 ﾅ
君の教室が永遠の眠りにつくまで　 鵺野　莉紗 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 ﾇ
タスキメシ－五輪－　 額賀　澪 小学館 913.6 ﾇ
ビューティフルからビューティフルへ　 日比野　コレコ 河出書房新社 913.6 ﾋ
ギフテッド　 藤野　恵美 光文社 913.6 ﾌ
第二開国　 藤井　太洋 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 ﾌ
縄文に生きる勇者　 藤村　尚彦 さきたま出版会 913.6 ﾌ
妖の絆　 誉田　哲也 文藝春秋 913.6 ﾎ
もしも彼女が関ケ原を戦ったら　 眞邊　明人 サンマーク出版 913.6 ﾏ
フラッパー　 松尾　諭 文藝春秋 913.6 ﾏ
みみそぎ　 三津田　信三 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 ﾐ
カリコ博士と町医者　 村澤　武彦 一粒書房 913.6 ﾑ
風祭　　 八木　義徳 小学館 913.6 ﾔ
罪の境界　 薬丸　岳 幻冬舎 913.6 ﾔ
教誨　 柚月　裕子 小学館 913.6 ﾕ
首ざむらい　 由原　かのん 文藝春秋 913.6 ﾖ
闘え！ミス・パーフェクト　 横関　大 幻冬舎 913.6 ﾖ

じゃむパンの日　 赤染　晶子 ｐａｌｍｂｏｏｋｓ 914.6 ｱ
孤独を越える生き方　 五木　寛之 ＮＨＫ出版 914.6 ｲ
フランスの街の夜　 遠藤　周作 河出書房新社 914.6 ｴ
生きる意味　 姜　尚中 毎日新聞出版 914.6 ｶ
シロかクロか、どちらにしてもトラ柄ではない　 金井　美恵子 平凡社 914.6 ｶ
おつかれ、今日の私。　 ジェーン・スー マガジンハウス 914.6 ｼﾞ
人生は、日々の当たり前の積み重ね　 曽野　綾子 中央公論新社 914.6 ｿ
女のイイ顔　 田辺　聖子 中央公論新社 914.6 ﾀ
９０歳の人間力　 外山　滋比古 幻冬舎 914.6 ﾄ
いつか見た青空は　 中野　翠 毎日新聞出版 914.6 ﾅ
たりる生活　 群　ようこ 朝日新聞出版 914.6 ﾑ
深夜、生命線をそっと足す　 燃え殻 マガジンハウス 914.6 ﾓ

天使たちの都市　 チョ　ヘジン 新泉社 929.13 ﾁ

知里幸恵『アイヌ神謡集』　 中川　裕 ＮＨＫ出版 929.21 ﾁ

エドガー・アラン・ポー　スペシャル　 巽　孝之 ＮＨＫ出版 930.26 ﾎﾟ

オーウェルの薔薇　 レベッカ・ソルニット 岩波書店 930.27 ｵ

われら闇より天を見る　 クリス・ウィタカー 早川書房 933.7 ｳ

スペインの家　 Ｊ．Ｍ．クッツェー 白水社 933.7 ｸ

真珠湾の冬　 ジェイムズ・ケストレル 早川書房 933.7 ｹ

グッゲンハイムの謎　 シヴォーン・ダウド 東京創元社 933.7 ｽ

トーキョー・キル　 バリー・ランセット ホーム社 933.7 ﾗ

アホウドリの迷信　現代英語圏異色短篇コレクション　 岸本　佐知子 スイッチ・パブリッシング 933.78 ｱ

私と言葉たち　 アーシュラ・Ｋ．ル＝グウィン 河出書房新社 934.7 ﾙ

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

世界怪談名作集　信号手・貸家ほか五篇　 岡本　綺堂 河出書房新社 B908.3 ｾ
藤沢周平「人はどう生きるか」　 遠藤　崇寿 実業之日本社 B910.268ﾌ
山路の露・雲隠六帖　源氏物語補作　　 今西　祐一郎 岩波書店 B913.41 ﾔ

くれないの姫　 有馬　美季子 光文社 B913.6 ｱ
風を結う　　（針と剣　縫箔屋事件帖） あさの　あつこ 実業之日本社 B913.6 ｱ
逃げこんだ花嫁　　 赤川　次郎 実業之日本社 B913.6 ｱ
家康　７　 安部　龍太郎 幻冬舎 B913.6 ｱ
後宮の炎王　 蒼山　螢 実業之日本社 B913.6 ｱ
姉川忠義　 井原　忠政 小学館 B913.6 ｲ
お江戸けもの医　毛玉堂　　 泉　ゆたか 講談社 B913.6 ｲ
志賀越みち　　 伊集院　静 光文社 B913.6 ｲ
白い闇の獣　 伊岡　瞬 文藝春秋 B913.6 ｲ
相棒　ｓｅａｓｏｎ２０下 輿水　泰弘 朝日新聞出版 B913.6 ｲ
ハートフル・ラブ　 乾　くるみ 文藝春秋 B913.6 ｲ
本意に非ず　　 上田　秀人 文藝春秋 B913.6 ｳ
おまわりさんと招き猫　［２］　 植原　翠 マイクロマガジン社 B913.6 ｳ
罪の轍　 奥田　英朗 新潮社 B913.6 ｵ
根深汁　　（居酒屋お夏　春夏秋冬） 岡本　さとる 幻冬舎 B913.6 ｵ
みつばの郵便屋さん　［８］　 小野寺　史宜 ポプラ社 B913.6 ｵ
銀弾の森　　（禿鷹） 逢坂　剛 文藝春秋 B913.6 ｵ
オイディプス症候群　 笠井　潔 東京創元社 B913.6 ｶ
小梅のとっちめ灸　２　 金子　成人 幻冬舎 B913.6 ｶ
双竜伝説　　（若さま同心徳川竜之助） 風野　真知雄 双葉社 B913.6 ｶ
密漁海域　１９９１根室中間線　 亀野　仁 宝島社 B913.6 ｶ
密室狂乱時代の殺人　 鴨崎　暖炉 宝島社 B913.6 ｶ
出雲のあやかしホテルに就職します　１３　 硝子町　玻璃 双葉社 B913.6 ｶﾞ
えん結び　　（新・人情料理わん屋） 倉阪　鬼一郎 実業之日本社 B913.6 ｸ
商人殺し　はぐれ武士・松永九郎兵衛　 小杉　健治 幻冬舎 B913.6 ｺ
老中　　（蘭方医・宇津木新吾） 小杉　健治 双葉社 B913.6 ｺ
各務原・名古屋・国立　 小島　信夫 講談社 B913.6 ｺ
夜桜　決定版（吉原裏同心） 佐伯　泰英 光文社 B913.6 ｻ
従者　（鬼役伝） 坂岡　真 光文社 B913.6 ｻ
結婚って何さ　　 笹沢　左保 徳間書店 B913.6 ｻ
新・浪人若さま新見左近　１２　 佐々木　裕一 双葉社 B913.6 ｻ
吾亦紅　　（小烏神社奇譚） 篠　綾子 幻冬舎 B913.6 ｼ
見えないドアと鶴の空　 白石　一文 文藝春秋 B913.6 ｼ
お勝手のあん　７　 柴田　よしき 角川春樹事務所 B913.6 ｼ
冬の縁談　（北の御番所反骨日録） 芝村　凉也 双葉社 B913.6 ｼ
約束の果て　 高丘　哲次 新潮社 B913.6 ﾀ
上流階級　富久丸百貨店外商部　其の４ 高殿　円 小学館 B913.6 ﾀ
アナベル・アノマリー　 谷口　裕貴 徳間書店 B913.6 ﾀ
西国の宝船　　（おれは一万石） 千野　隆司 双葉社 B913.6 ﾁ
巡礼の家　　 天童　荒太 文藝春秋 B913.6 ﾃ
月桃夜　　新版 遠田　潤子 新潮社 B913.6 ﾄ
破局　　 遠野　遙 河出書房新社 B913.6 ﾄ
薬は毒ほど効かぬ　　 塔山　郁 宝島社 B913.6 ﾄ
教場Ｘ　 長岡　弘樹 小学館 B913.6 ﾅ
騒がしい楽園　 中山　七里 朝日新聞出版 B913.6 ﾅ
告発＜ａｃｃｕｓａｔｉｏｎ＞ 中町　信 徳間書店 B913.6 ﾅ
なまえは語る　 新津　きよみ 実業之日本社 B913.6 ﾆ
逢魔が刻　（［「腕貫探偵」シリーズ］） 西澤　保彦 実業之日本社 B913.6 ﾆ
東京オリンピックの幻想　　（十津川警部シリーズ） 西村　京太郎 文藝春秋 B913.6 ﾆ
ザ・ロイヤルファミリー　　 早見　和真 新潮社 B913.6 ﾊ

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

いちねんかん　　（［「しゃばけ」シリーズ］） 畠中　恵 新潮社 B913.6 ﾊ

ＤＲＹ　　 原田　ひ香 光文社 B913.6 ﾊ

ヤッさん　５　 原　宏一 双葉社 B913.6 ﾊ

黒衣の宰相　上・下　 火坂　雅志 朝日新聞出版 B913.6 ﾋ

妖魔と下僕の契約条件　３ 椹野　道流 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B913.6 ﾌ

江戸のかほり　藤原緋沙子傑作選　 藤原　緋沙子 光文社 B913.6 ﾌ

介錯人　　（新・秋山久蔵御用控） 藤井　邦夫 文藝春秋 B913.6 ﾌ

淀川八景　　 藤野　恵美 文藝春秋 B913.6 ﾌ

密室を開ける手　　 藤本　ひとみ 講談社 B913.6 ﾌ

妖の掟　　 誉田　哲也 文藝春秋 B913.6 ﾎ

シュレーディンガーの少女　 松崎　有理 東京創元社 B913.6 ﾏ

サーモン・キャッチャーｔｈｅ　Ｎｏｖｅｌ　　 道尾　秀介 光文社 B913.6 ﾐ

剣豪将軍義輝　下　 宮本　昌孝 徳間書店 B913.6 ﾐ

神様の絆創膏　 村瀬　健 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B913.6 ﾑ

人の樹　 村田　喜代子 潮出版社 B913.6 ﾑ

都立水商２年Ａ組　　 室積　光 小学館 B913.6 ﾑ

入舟長屋のおみわ　江戸美人捕物帳　［５］　 山本　巧次 幻冬舎 B913.6 ﾔ

しょったれ半蔵　 谷津　矢車 小学館 B913.6 ﾔ

帰去来殺人事件　　（山田風太郎傑作選） 山田　風太郎 河出書房新社 B913.6 ﾔ

スパイシーな鯛　ゆうれい居酒屋　２　　 山口　恵以子 文藝春秋 B913.6 ﾔ

箱の中のあなた　山川方夫ショートショート集成　　 山川　方夫 筑摩書房 B913.6 ﾔ

北町奉行所前腰掛け茶屋　［５］　 吉田　雄亮 実業之日本社 B913.6 ﾖ

凶撃の露軍　　（傭兵代理店・改） 渡辺　裕之 祥伝社 B913.6 ﾜ

小雪ずし　　 和田　はつ子 角川春樹事務所 B913.6 ﾜ

こどものころにみた夢　　 角田　光代 講談社 B913.68 ｺ

年をとったら驚いた！　　 嵐山　光三郎 筑摩書房 B914.6 ｱ

小説家の四季　２００７－２０１５　 佐藤　正午 岩波書店 B914.6 ｻ

小さいコトが気になります　　 益田　ミリ 筑摩書房 B914.6 ﾏ

傷を愛せるか　　増補新版 宮地　尚子 筑摩書房 B914.6 ﾐ

おやじネコは縞模様　　 群　ようこ 文藝春秋 B914.6 ﾑ

積み木シンドローム　 森　博嗣 講談社 B914.6 ﾓ

旅だから出逢えた言葉　３　 伊集院　静 小学館 B915.6 ｲ

美麗島プリズム紀行　 乃南　アサ 新潮社 B915.6 ﾉ

ダーク・アワーズ　上・下　 マイクル・コナリー 講談社 B933.7 ｺ

郵便局　　 チャールズ・ブコウスキー 光文社 B933.7 ﾌﾞ

Ｏ・ヘンリー　ニューヨーク小説集　 Ｏ．ヘンリー 筑摩書房 B933.7 ﾍ

ウィンダム図書館の奇妙な事件　 ジル・ペイトン・ウォルシュ 東京創元社 B933.7 ﾍﾟ

世界のはての少年　　 ジェラルディン・マコックラン 東京創元社 B933.7 ﾏ

疑惑の入会者　　（ロンドン謎解き結婚相談所） アリスン・モントクレア 東京創元社 B933.7 ﾓ

危険な蒸気船オリエント号　 Ｃ．Ａ．ラーマー 東京創元社 B933.7 ﾗ

ウイルスの暗躍　上・下　（シグマフォースシリーズ） ジェームズ・ロリンズ 竹書房 B933.7 ﾛ

セドナの幻日　 ジェームズ・ロリンズ 竹書房 B933.7 ﾛ

英国クリスマス幽霊譚傑作集　　 チャールズ・ディケンズ 東京創元社 B933.78 ｴ

短編回廊　 ローレンス・ブロック ハーパーコリンズ・ジャパン B933.78 ﾀ

フォワード　未来を視る６つのＳＦ　 ブレイク・クラウチ 早川書房 B933.78 ﾌ

皇帝の帰還　　（宇宙英雄ローダン・シリーズ） アルント・エルマー 早川書房 B943.7 ｴ

軋み　 エヴァ・ビョルク・アイイスドッティル 小学館 B949.53 ｴ

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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