
書　　　　　　　　　　　名 著者名 出版社

小説作法の奥義　 阿刀田　高 新潮社 901.30 ｱ

物語づくりのための黄金パターン　世界観設定編３ 榎本　秋 ＤＢジャパン 901.30 ｴ

作家超サバイバル術！　 中山　七里 光文社 901.30 ｻ

名作には猫がいる　 ジュディス・ロビンソン 原書房 902.09 ﾛ

文学は予言する　 鴻巣　友季子 新潮社 904 ｺ

英国児童文学の舞台を訪ねて　 池田　正孝 東京子ども図書館 909.3 ｲ

古典モノ語り　 山本　淳子 笠間書院 910.23 ﾔ

大才子小津久足　 菱岡　憲司 中央公論新社 910.25 ｵ

上野千鶴子がもっと文学を社会学する　 上野　千鶴子 朝日新聞出版 910.26 ｳ

直木賞をとれなかった名作たち　 小谷野　敦 筑摩書房 910.26 ｺ

文豪が愛した文豪　 真山　知幸 彩図社 910.26 ﾏ

司馬遼太郎と鎌倉　 朝日新聞出版 910.268 ｼ

エンタメ小説家の失敗学 平山　瑞穂 光文社 910.268 ﾋ

いちにち、古典　 田中　貴子 岩波書店 910.4 ﾀ

藤原俊成　 久保田　淳 吉川弘文館 911.13 ﾌ

天啓　 松岡　秀明 短歌研究社 911.16 ｱ

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

生きねばや　評伝村越化石　 荒波　力 工作舎 911.36 ﾑ

捜査線上の夕映え　　（［火村シリーズ］） 有栖川　有栖 文藝春秋 913.6 ｱ

植物少女　 朝比奈　秋 朝日新聞出版 913.6 ｱ

キッチンが呼んでる！　 稲田　俊輔 小学館 913.6 ｲ

この世の喜びよ　 井戸川　射子 講談社 913.6 ｲ

ボス／ベイカー　 上田　未来 双葉社 913.6 ｳ

とんでもスキルで異世界放浪メシ　１３ 江口　連 オーバーラップ 913.6 ｴ

ワンダーランド急行　 荻原　浩 日経ＢＰ日本経済新聞出版 913.6 ｵ

元の黙阿弥　 奥山　景布子 エイチアンドアイ 913.6 ｵ

江戸一新　 門井　慶喜 中央公論新社 913.6 ｶ

戦国十二刻　 木下　昌輝 光文社 913.6 ｷ

書楼弔堂　待宵　 京極　夏彦 集英社 913.6 ｷ

彼女のことを知っている　 黒川　創 新潮社 913.6 ｸ

げんだつねこ　 久慈　直子 ブイツーソリューション 913.6 ｸ

連環のブルー　 小石川　将介 幻冬舎メディアコンサルティング 913.6 ｺ

名探偵のままでいて　 小西　マサテル 宝島社 913.6 ｺ

白い手袋の記憶　 瀬戸内　晴美 小学館 913.6 ｾ

愛という名の切り札　 谷川　直子 朝日新聞出版 913.6 ﾀ

あの日々　 高木　國雄 作品社 913.6 ﾀ

残照　 田中　芳樹 祥伝社 913.6 ﾀ

浮遊　 遠野　遙 河出書房新社 913.6 ﾄ

祝祭のハングマン　 中山　七里 文藝春秋 913.6 ﾅ

クラックアウト　 長沢　樹 角川春樹事務所 913.6 ﾅ

木挽町のあだ討ち　 永井　紗耶子 新潮社 913.6 ﾅ

名探偵外来　泌尿器科医の事件簿　 似鳥　鶏 光文社 913.6 ﾆ

バスに集う人々　 西村　健 実業之日本社 913.6 ﾆ

異分子の彼女　（［「腕貫探偵」シリーズ］） 西澤　保彦 実業之日本社 913.6 ﾆ

食われる国　 萩　耿介 中央公論新社 913.6 ﾊ

日 本 の 小 説

新着図書リスト≪文学≫2023年3月号
1/16から2/15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

間借り鮨まさよ　 原　宏一 双葉社 913.6 ﾊ

ここが終の住処かもね　 久田　恵 潮出版社 913.6 ﾋ

わたしのアグアをさがして　 深沢　潮 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 ﾌ

ある愛の寓話　 村山　由佳 文藝春秋 913.6 ﾑ

今日はいい天気ですね。　　（れんげ荘物語） 群　ようこ 角川春樹事務所 913.6 ﾑ

奸計の遁走曲　 日本推理作家協会 光文社 913.68 ｶ

きれいな言葉より素直な叫び　 新井　見枝香 講談社 914.6 ｱ

父のしおり　 石原　慎太郎 青志社 914.6 ｲ

人生の滋味　 池波　正太郎 幻戯書房 914.6 ｲ

ショージ君、８５歳。老いてなお、ケシカランことばかり　 東海林　さだお 大和書房 914.6 ｼ

食べるたのしみ　 田辺　聖子 中央公論新社 914.6 ﾀ

笑犬楼ｖｓ．偽伯爵　 筒井　康隆 新潮社 914.6 ﾂ

今日のミトロジー　　 中沢　新一 講談社 914.6 ﾅ

成熟スイッチ　 林　真理子 講談社 914.6 ﾊ

三谷幸喜のありふれた生活　１７　 三谷　幸喜 朝日新聞出版 914.6 ﾐ

ケアリング・ストーリー　 三砂　ちづる ミツイパブリッシング 914.6 ﾐ

はやく一人になりたい！　 村井　理子 亜紀書房 914.6 ﾑ

猿声人語　 山極　寿一 青土社 914.6 ﾔ

本が語ってくれること　 吉田　健一 平凡社 914.6 ﾖ

文藝春秋昭和・平成・令和傑作選　 文藝春秋 914.68 ﾌﾞ

ネット右翼になった父　　 鈴木　大介 講談社 916 ｽ

奇跡のスープ　 てるてるぼうず 幻冬舎メディアコンサルティング 916 ﾃ

しにたい気持ちが消えるまで　 豆塚　エリ 三栄 916 ﾏ

三体０　 劉　慈欣 早川書房 923.7 ﾘ

虹の少年たち アンドレア・ヒラタ Ｓｏｐｈｉａ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ上智 929.42 ｱ

エヌマ・エリシュ　 月本　昭男 ぷねうま舎 929.71 ｴ

線が血を流すところ　 ジェスミン・ウォード 作品社 933.7 ｳ

善意の代償　　 ベルトン・コッブ 論創社 933.7 ｺ

時ありて　 イアン・マクドナルド 早川書房 933.7 ﾏ

赤屋敷殺人事件　横溝正史翻訳セレクション　 Ａ．Ａ．ミルン 論創社 933.7 ﾐ

彼女はマリウポリからやってきた　 ナターシャ・ヴォーディン 白水社 943.7 ｳﾞ

パウル・ツェランと中国の天使　 多和田　葉子 文藝春秋 943.7 ﾀ

フランスの子どもの歌５０選　読む楽しみ　２ 三木原　浩史 鳥影社 951 ﾐ

クレムリンの魔術師　 ジュリアーノ・ダ・エンポリ 白水社 953.7 ﾀﾞ

青いパステル画の男　 アントワーヌ・ローラン 新潮社 953.7 ﾛ

レニングラード日記　 ヴェラ・ミハイロヴナ・インベル 柘植書房新社 986 ｲ

ここが私の東京　 岡崎　武志 筑摩書房 B910.26 ｵ

ずばり池波正太郎　 里中　哲彦 文藝春秋 B910.268 ｲ

四季のうた　雨ニモマケズ　 長谷川　櫂 中央公論新社 B911.04 ﾊ

実作俳句入門　　 藤田　湘子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B911.30 ﾌ

閑吟集　 真鍋　昌弘 岩波書店 B911.64 ｶ

うつほ物語　現代語訳付き　１　新版 室城　秀之 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B913.34 ｳ

すらすら読める源氏物語　上 瀬戸内　寂聴 講談社 B913.36 ﾑ

これは経費で落ちません！　１０　 青木　祐子 集英社 B913.6 ｱ

もののふの国　 天野　純希 中央公論新社 B913.6 ｱ

私の家　 青山　七恵 集英社 B913.6 ｱ

死のある風景　増補版（鬼貫警部事件簿） 鮎川　哲也 光文社 B913.6 ｱ

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）
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書　　　　　　　　　　　名 著者名 出版社 請求記号

１１文字の檻　 青崎　有吾 東京創元社 B913.6 ｱ

将軍吉宗の大敵　（剣客大名柳生俊平） 麻倉　一矢 二見書房 B913.6 ｱ

アンダークラス　 相場　英雄 小学館 B913.6 ｱ

泥棒は世界を救う　　（夫は泥棒、妻は刑事） 赤川　次郎 徳間書店 B913.6 ｱ

与太郎侍　［２］　 井川　香四郎 集英社 B913.6 ｲ

番所医はちきん先生休診録　５　 井川　香四郎 幻冬舎 B913.6 ｲ

ここはとても速い川　　 井戸川　射子 講談社 B913.6 ｲ

獄門待ち　 稲葉　稔 光文社 B913.6 ｲ

まぼろしの城　 池波　正太郎 新潮社 B913.6 ｲ

魔王　 伊坂　幸太郎 講談社 B913.6 ｲ

帝国ホテル建築物語　 植松　三十里 ＰＨＰ研究所 B913.6 ｳ

十日えびす　 宇江佐　真理 祥伝社 B913.6 ｳ

後宮の毒華　 太田　紫織 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B913.6 ｵ

警視庁アウトサイダー　Ｔｈｅ　ｓｅｃｏｎｄ　ａｃｔ２ 加藤　実秋 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B913.6 ｶ

南町奉行と犬神の家　　（耳袋秘帖） 風野　真知雄 文藝春秋 B913.6 ｶ

京都伏見のあやかし甘味帖　［９］　 柏　てん 宝島社 B913.6 ｶ

ｆｉｓｈｙ　 金原　ひとみ 朝日新聞出版 B913.6 ｶ

領怪神犯　 木古　おうみ ＫＡＤＯＫＡＷＡ B913.6 ｷ

カルトからの大脱出　　 鯨　統一郎 中央公論新社 B913.6 ｸ

たおやかに輪をえがいて　 窪　美澄 中央公論新社 B913.6 ｸ

ホテルクラシカル猫番館　横浜山手のパン職人　７　 小湊　悠貴 集英社 B913.6 ｺ

向島・箱屋の新吉　新章３　 小杉　健治 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B913.6 ｺ

女殺し坂　　（うぽっぽ同心十手綴り） 坂岡　真 中央公論新社 B913.6 ｻ

お電話かわりました名探偵です　［３］　 佐藤　青南 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B913.6 ｻ

荒ぶるや　　（空也十番勝負） 佐伯　泰英 文藝春秋 B913.6 ｻ

山岳捜査　 笹本　稜平 小学館 B913.6 ｻ

相剋　　（越境捜査） 笹本　稜平 双葉社 B913.6 ｻ

浪人若さま新見左近　１０　決定版　 佐々木　裕一 双葉社 B913.6 ｻ

市松師匠幕末ろまん黒髪　 坂井　希久子 幻冬舎 B913.6 ｻ

花咲ける上方武士道　上・下　新版改訂版 司馬　遼太郎 春陽堂書店 B913.6 ｼ

ワーキングガール・ウォーズ　 柴田　よしき 徳間書店 B913.6 ｼ

喫茶ソムニウムの優しい奇蹟　 忍丸 ＰＨＰ研究所 B913.6 ｼ

三兄弟の僕らは　 小路　幸也 ＰＨＰ研究所 B913.6 ｼ

菖蒲ちまき　 篠　綾子 角川春樹事務所 B913.6 ｼ

京都祇園もも吉庵のあまから帖　６ 志賀内　泰弘 ＰＨＰ研究所 B913.6 ｼ

ふたり道　 鈴木　英治 光文社 B913.6 ｽ

隠し船の館　（口入屋用心棒） 鈴木　英治 双葉社 B913.6 ｽ

オートリバース　 高崎　卓馬 中央公論新社 B913.6 ﾀ

瘋癲老人日記　 谷崎　潤一郎 中央公論新社 B913.6 ﾀ

首里の馬　 高山　羽根子 新潮社 B913.6 ﾀ

家康さまの薬師　 鷹井　伶 潮出版社 B913.6 ﾀ

闇夜に吠ゆ　 大門　剛明 文藝春秋 B913.6 ﾀﾞ

モナドの領域　　 筒井　康隆 新潮社 B913.6 ﾂ

夢の終幕　ボーダーズ　２　　 堂場　瞬一 集英社 B913.6 ﾄﾞ

悪いコのススメ　 鳴海　雪華 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B913.6 ﾅ

神様の定食屋　３　 中村　颯希 双葉社 B913.6 ﾅ

伊豆急「リゾート２１」の証人　（十津川警部シリーズ） 西村　京太郎 集英社 B913.6 ﾆ

九州新幹線マイナス１　　（十津川警部シリーズ） 西村　京太郎 徳間書店 B913.6 ﾆ

超戦闘空母「大和」　上・下 野島　好夫 コスミック出版 B913.6 ﾉ

冷たい誘惑　 乃南　アサ 文藝春秋 B913.6 ﾉ

＜あの絵＞のまえで　 原田　マハ 幻冬舎 B913.6 ﾊ

ふたつの星とタイムマシン　 畑野　智美 小学館 B913.6 ﾊ

お多福　（新・知らぬが半兵衛手控帖） 藤井　邦夫 双葉社 B913.6 ﾌ

それでも、陽は昇る　 真山　仁 祥伝社 B913.6 ﾏ

ブラックウェルに憧れて　 南　杏子 光文社 B913.6 ﾐ
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書　　　　　　　　　　　名 著者名 出版社 請求記号

将軍の星　義輝異聞　 宮本　昌孝 徳間書店 B913.6 ﾐ

このビル、空きはありません！　 森ノ　薫 集英社 B913.6 ﾓ

ＴＨＥ　ＬＥＧＥＮＤ＆ＢＵＴＴＥＲＦＬＹ　 古沢　良太 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B913.6 ﾔ

しあわせの香り　 八木沢　里志 徳間書店 B913.6 ﾔ

初夏の春巻　　（食堂のおばちゃん） 山口　恵以子 角川春樹事務所 B913.6 ﾔ

あたしとママのファイトな日常　　 山本　幸久 中央公論新社 B913.6 ﾔ

できたてごはんを君に。　 行成　薫 集英社 B913.6 ﾕ

青二才で候　 吉森　大祐 中央公論新社 B913.6 ﾖ

黒真珠　 連城　三紀彦 中央公論新社 B913.6 ﾚ

祟り神　 輪渡　颯介 講談社 B913.6 ﾜ

ここだけのお金の使いかた　 アミの会 中央公論新社 B913.68 ｺ

短編旅館　 集英社文庫編集部 集英社 B913.68 ﾀ

どうした、家康　 矢野　隆 講談社 B913.68 ﾄﾞ

自分をどう愛するか　幸せの求め方　生活編　 遠藤　周作 青春出版社 B914.6 ｴ

のほほん絵日記　 さくら　ももこ 集英社 B914.6 ｻ

すばらしい暗闇世界　　 椎名　誠 新潮社 B914.6 ｼ

これでもいいのだ　 ジェーン・スー 中央公論新社 B914.6 ｼﾞ

若き日に薔薇を摘め　 瀬戸内　寂聴 河出書房新社 B914.6 ｾ

死んでたまるか　 団　鬼六 筑摩書房 B914.6 ﾀﾞ

新編尻尾のある星座　 村田　喜代子 中央公論新社 B914.6 ﾑ

数学の影絵　 吉田　洋一 筑摩書房 B914.6 ﾖ

菅江真澄図絵の旅　 菅江　真澄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B915.5 ｽ

女二人のニューギニア　 有吉　佐和子 河出書房新社 B915.6 ｱ

ひとたびはポプラに臥す　１　 宮本　輝 集英社 B915.6 ﾐ

此一戦　日本海海戦記 水野　広徳 中央公論新社 B916 ﾐ

バガヴァッド・ギーター　 佐藤　裕之 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B929.88 ﾊﾞ

眠れる美女たち　上・下 スティーヴン・キング 文藝春秋 B933.7 ｷ

靴に棲む老婆　　新訳版 エラリイ・クイーン 早川書房 B933.7 ｸ

炎の爪痕　 アン・クリーヴス 東京創元社 B933.7 ｸ

罪の壁　 ウィンストン・グレアム 新潮社 B933.7 ｸﾞ

忘れられた少女　上・下　 カリン・スローター ハーパーコリンズ・ジャパン B933.7 ｽ

謎解きはビリヤニとともに　 アジェイ・チョウドゥリー 早川書房 B933.7 ﾁ

完璧な秘書はささやく　 ルネ・ナイト 東京創元社 B933.7 ﾅ

湖は知っている　 サンドラ・ブラウン 集英社 B933.7 ﾌﾞ

吸血鬼は夜恋をする　 Ｒ．Ｆ．ヤング 東京創元社 B933.78 ｷ

ヴィーロ宙航士の帰郷　　（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

次元監獄の虜囚　　（宇宙英雄ローダン・シリーズ） マリアンネ・シドウ 早川書房 B943.7 ｼ

最終法廷　 エリザベート・ヘルマン 小学館 B943.7 ﾍ

メーデー極北のクライシス　 グレーテ・ビョー 二見書房 B949.63 ﾋﾞ

サラゴサ手稿　下 ヤン・ポトツキ 岩波書店 B953.6 ﾎﾟ

白夜に沈む死　上・下　 オリヴィエ・トリュック 東京創元社 B953.7 ﾄ

同調者　　 モラヴィア 光文社 B973 ﾓ

未成年　３ 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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