
 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の新刊書 

タイトル(巻次／版) 著者 出版者 

よくわかる生体認証 日本自動認識システム協会 オーム社 

ネット検索が怖い 神田 知宏 ポプラ社 

弁護士YouTuberクボタに聞く「これって犯罪ですか?」 久保田 康介 KADOKAWA 

学芸員になるには   ぺりかん社 

キレる! 中野 信子 小学館 

教皇フランシスコ 乗 浩子 平凡社 

超古代文明の遺産オーパーツ図鑑／決定版 並木 伸一郎 学研プラス 

キラッキラの君になるために さやか マガジンハウス 

「移民」で読み解く世界史 神野 正史 イースト・プレス 

移民クライシス 出井 康博 KADOKAWA 

ハーバード・スタンフォード流「自分で考える力」が身につくへんな問

題 
狩野 みき SBクリエイティブ 

SDGs経営 松木 喬 日刊工業新聞社 

簿記がわかってしまう魔法の書 小沢 浩 日本実業出版社 

証券・保険業界で働く   ぺりかん社 

日本国勢図会／2019-2020／第77 版 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会 

絶対に失敗しない話し方の技術 McGowan Bill 日本経済新聞出版社 

文化的進化論 Inglehart Ronald 勁草書房 

教師の勝算 Willingham Daniel T 東洋館出版社 

思春期を生きる 小野 善郎 福村出版 

教育激変 池上 彰 中央公論新社 

モンスターマザー 福田 ますみ 新潮社 

獣医学部 斉藤 智 ぺりかん社 

経営学部・商学部 大岳 美帆 ぺりかん社 

調べる技術書く技術 佐藤 優 SBクリエイティブ 

なぜ自衛隊だけが人を救えるのか 菊池 雅之 潮書房光人新社 

東大の先生!文系の私に超わかりやすく数学を教えてください! 西成 活祐 かんき出版 

難しい数式はまったくわかりませんが、微分積分を教えてください! たくみ SBクリエイティブ 

ユネスコエコパーク 松田 裕之 京都大学学術出版会 

IT用語図鑑 増井 敏克 翔泳社 

プラスチック・フリー生活 Plamondon Chantal NHK出版 

地方創生でリッチになろう! 小島 慶藏 中央経済社 

ヒット商品の(秘)プレゼン資料を大公開! 戸田 覚 インプレス 

日本人ならおさえておきたい 1 分間万葉集  石井 貴士 実業之日本社 

心が聞こえるわたしと、音のないきみの物語 あさぎ 千夜春 スターツ出版 

むかしむかしあるところに、死体がありました。 青柳 碧人 双葉社 

わたし、定時で帰ります。 朱野 帰子 新潮社 

京都上賀茂あやかし甘味処 朝比奈 希夜 小学館 

直木賞受賞作・候補作勢揃い！ 

 今回は時代小説が 2 作もあったり、何度も候補作にあがった作

家が多かったりと注目されていましたが、今月 17日に最終選考・

受賞作発表があり、下記の結果となりました。すべて学習センター

にありますので、ぜひご覧ください。 

 

直木賞受賞作 

『渦 妹背山婦女庭訓魂結』 

大島真寿美（おおしま ますみ）著／文藝春秋  

直木賞候補作 

『トリニティ』／窪美澄（くぼ みすみ）著／新潮社  

『落花』／澤田瞳子（さわだ とうこ）著／中央公論新社  

『美しき愚かものたちのタブロー』／原田マハ（はらだ まは）著／文藝春秋  

『マジカルグランマ』／柚木麻子（ゆずき あさこ）著／朝日新聞出版 

『平場の月』／朝倉かすみ（あさくら かすみ）著／光文社  

 

シリーズ累計 15万部！ 

『弁当屋さんのおもてなし まかないちらしと春待ちの君』 

喜多みどり 著／角川書店 

小野公子先生の妹さんの作品最新作でました！ 

彼氏に二股をかけられ、傷心のまま東京から北海道に赴任してきたのはもう二年半前。主人公・千春

は北海道で心優しい弁当屋さんの店員・ユウ君や二人の仲を優しく見守る人たちに囲まれ、穏やかな

日々を過ごしていたが……。 

文章表現が豊かで、北海道の山菜「ギョウジャニンニク」や「ワ

ランブキ」などの食材をおいしそうに調理している姿が目に浮か

びます。 

前の巻で主人公とユウ君の仲が気になっていた人たち！5 巻に

は新たな展開が待っていますよ。6 巻が出るのかどうかはわかり

ませんが、ぜひ続きを読んでみたくなる作品です。 

 



死にたがり春子さんが生まれ変わる日 葦永 青 スターツ出版 

ノーサイド・ゲーム  池井戸 潤 ダイヤモンド社 

キュー 上田 岳弘 新潮社 

彼女たちの場合は 江国 香織 集英社 

渦 大島 真寿美 文藝春秋 

あとは切手を、一枚貼るだけ 小川 洋子 中央公論新社 

オーダーは探偵に 近江 泉美 KADOKAWA 

川っぺりムコリッタ 荻上 直子 講談社 

百花 川村 元気 文藝春秋 

拝啓、嘘つきな君へ 加賀美 真也 スターツ出版 

図書室 岸 政彦 新潮社 

カゲロボ 木皿 泉 新潮社 

トリニティ 窪 美澄 新潮社 

いるいないみらい 窪 美澄 KADOKAWA 

ゆきうさぎのお品書き／8 小湊 悠貴 集英社 

きみの世界に、青が鳴る 河野 裕 新潮社 

落花 澤田 瞳子 中央公論新社 

時をかける眼鏡 椹野 道流 集英社 

八番目の花が咲くときに 櫻井 千姫 スターツ出版 

おまえの罪を自白しろ 真保 裕一 文藝春秋 

ゴブリンの勇者 神虎斉 KADOKAWA 

俺、猫だけど夏目さんを探しています。 白野 こねこ 宝島社 

愛情漂流 辻 仁成 竹書房 

夜が暗いとはかぎらない 寺地 はるな ポプラ社 

線は、僕を描く 砥上 裕將 講談社 

夢と魔法の国のリドル 七河 迦南 新潮社 

あの日の君に恋をした、そして 似鳥 航一 KADOKAWA 

そして、その日まで君を愛する 似鳥 航一 KADOKAWA 

美しき愚かものたちのタブロー 原田 マハ 文藝春秋 

ハリネズミと謎解きたがりなパン屋さん／2 鳩見 すた KADOKAWA 

偽りの春 降田 天 KADOKAWA 

夏の呼吸 藤澤 仁 アンビット 

破滅の刑死者 吹井 賢 KADOKAWA 

最後の晩ごはん／12 椹野 道流 KADOKAWA 

BUG 福田 和代 新潮社 

鳴鳳荘殺人事件 円居 挽 星海社 

15歳のテロリスト 松村 涼哉 KADOKAWA 

木曜日のタナトス みよし 三穂 文藝春秋企画出版部 

三角の距離は限りないゼロ／3 岬 鷺宮 KADOKAWA 

ふしぎ荘で夕食を 村谷 由香里 KADOKAWA 

マジカルグランマ 柚木 麻子 朝日新聞出版 

検事の信義 柚月 裕子 KADOKAWA 

生のみ生のままで／上・下 綿矢 りさ 集英社 

ころべばいいのに ヨシタケ シンスケ ブロンズ新社 

きみに、涙。 沖田 円 スターツ出版 

なまものを生きる 少年 アヤ 双葉社 

三四郎はそれから門を出た／新装版 三浦 しをん ポプラ社 

僕とぼく 川名 壮志 新潮社 

最後のドラゴン Freymann Weyr Garret あすなろ書房 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 

夏休み長期貸出が始まっています。1 人 5 冊まで貸

出しています。返却日は 8 月 20 日（火）です。ぜ

ひご利用ください。 

また、夏休み期間中の開館日は以下の通りとなって

います。 

開館時間  9 時から 16 時です。 

開館日   7 月  26 日・29 日・30 日・31 日 

      8 月  1 日 


