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　●貸し出し中のときは、予約してください。

　●こちらで紹介した本は新着図書の一部です

（書　名） （著　者） （出　版　社）

タラント 角田　光代 中央公論新社

春のこわいもの 川上　未映子 新潮社

燕は戻ってこない 桐野　夏生 集英社

シャルロットのアルバイト 近藤　史恵 光文社

無明 （警視庁強行犯係・樋口顕） 今野　敏 幻冬舎　

看守の信念 城山　真一 宝島社

夏の体温 瀬尾　まいこ 双葉社　

人面島 中山　七里 小学館　

空にピース 藤岡　陽子 幻冬舎

刑事弁護人　 薬丸　岳 新潮社　

はじめての 宮部　みゆき 他 水鈴社

　７０からはメリハリ元気で自然な暮らし 沖　幸子 祥伝社

　飾らない。 坂井　より子 家の光協会

　６０歳から始めたい
　　　ほんとうにおいしいもの

石原　洋子 世界文化ブックス

       　　　　　 【このおしらせは不定期です】

岡山市立図書館ホームページでは、より詳しい新着案内をご覧いただけます。

 https://www..ocl.city.okayama.jp/TOSHOW/asp/WwNewBook.aspx

よく読まれている本

セカンドライフも愉しく過ごす

 

中央図書館は大

規模改修工事の

為、令和４年４月

下旬(予定）まで休

館になります。 

 

書　名 著　者 出版社

疲れないパソコン仕事大全 大林　ひろこ 技術評論社

心療内科の名医が教える怒り、
　　　不安がすぐ消える魔法の感情整理術

日本文芸社

私を苦しめてたのは、
「素直じゃない私」だったかもしれない。

有川　真由美 主婦の友社

あなたの心に青空を 瀬戸内　寂聴 光文社

第二次世界大戦とは何だったのか 渡辺　惣樹 ＰＨＰ研究所

お茶と権力 田中　仙堂 文藝春秋

イースター島不可思議大全 芝崎　みゆき 草思社

秋篠宮家と小室家 文藝春秋 文藝春秋

かわいい我には旅をさせよ　ソロ旅のすすめ 坂田　ミギー 産業編集センター

風のことは風に問え 辛坊　治郎 ニッポン放送

不思議の国ニッポン　海外メディアは見た クーリエ・ジャポン 講談社

「トランプ信者」潜入一年 横田　増生 小学館

二本の棘 山下　征士 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

数値化の鬼 安藤　広大 ダイヤモンド社

人を追いつめる話し方心をラクにする話し方 ひきた　よしあき 日経ＢＰ

弱った親と自分を守る
　　　　　　　　お金とおトクなサービス超入門

安藤　なつ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

子どもが心配 養老　孟司 ＰＨＰ研究所

教えたくなるほどよくわかる１１８元素の基礎講座 ジェームス・Ｍ．ラッセル ニュートンプレス

先生、モモンガがお尻でフクロウを脅しています？ 小林　朋道 築地書館

腸リンパを流せば驚くほどお腹からやせる 夜久　ルミ子 西東社

女はいつも、どっかが痛い やまざき　あつこ 小学館

「一生老けない」にいいこと超大全 白澤　卓二 監修 宝島社

いちばん見やすい！糖質量大事典２０００ 西東社

「廃炉」という幻想 吉野　実 光文社

１日１分読むだけで身につくお金大全１００ 頼藤　太希 自由国民社

一生使えるミシンの基本 クライ・ムキ 主婦の友社

茶呑みめし 大原　千鶴 文藝春秋

そのまま食べてもおいしい！
　　　　　　ふわふわスポンジ生地のお菓子

加藤　里名 主婦と生活社

笑顔がふえる台所 宝島社

いつか家族でやりたい９９の楽しいことリスト むぴー ＣＣＣメディアハウス

驚くほどよく育つ野菜づくりの裏ワザ決定版 木嶋　利男 家の光協会

必死すぎるネコ　一心不乱篇 沖　昌之 辰巳出版

一生お金に困らない山投資の始め方 永野　彰一 クロスメディア・パブリッシング

愛のぬけがら エドヴァルド・ムンク 幻冬舎

少女漫画家「家」の履歴書 文藝春秋

シネマ・ライフハック　 しんのすけ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

考えて鍛える筋トレ図鑑 比嘉　一雄 技術評論社

スリルライフ 新庄　剛志 マガジンハウス

凛として美しい内面の磨き方 竹田　理絵 実務教育出版

伝わる仕組み 藤井　貴彦 新潮社

実用書



書　名 著　者 出版社

青い雪 麻加　朋 光文社

ななみの海 朝比奈　あすか 双葉社

私の盲端 朝比奈　秋 朝日新聞出版

おいしい命　 阿刀田　高 集英社

陽だまりに至る病 天祢　涼 文藝春秋

コンクールシェフ！ 五十嵐　貴久 講談社

ご隠居は福の神 ８巻 井川　香四郎 二見書房

ピンク色なんかこわくない 伊藤　朱里 新潮社

イクサガミ 今村　翔吾 講談社

オオルリ流星群 伊与原　新 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

渦中 （辻番奮闘記 ４巻） 上田　秀人 集英社

紙鑑定士の事件ファイル ２巻 歌田　年 宝島社

名探偵・浅見光彦全短編 内田　康夫 光文社

稔と仔犬　青いお城　 遠藤　周作 河出書房新社

ブラック・ムーン （果てしなき追跡シリーズ） 逢坂　剛 中央公論新社

台湾侵攻 ２巻 大石　英司 中央公論新社

クラウドの城 大谷　睦 光文社

きみだからさびしい 大前　粟生 文藝春秋

珈琲店タレーランの事件簿 ７巻 岡崎　琢磨 宝島社

奏鳴曲 海堂　尊 文藝春秋

わるじい慈剣帖 ８巻 風野　真知雄 双葉社

汝想いて斬 ３巻 門田　泰明 徳間書店

ごんげん長屋つれづれ帖 ４巻 金子　成人 双葉社

心霊探偵八雲Ｓｈｏｒｔ　Ｓｔｏｒｉｅｓ 神永　学 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

おしゃべりな部屋 川村　元気 中央公論新社

死香探偵 ５巻 喜多　喜久 中央公論新社

料理春秋 （小料理のどか屋人情帖 ３４巻） 倉阪　鬼一郎 二見書房

楽園ジューシー 坂木　司 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ブラックツイン ３巻 沢里　裕二 双葉社

漆花ひとつ 澤田　瞳子 講談社

花咲小路二丁目の寫眞館 小路　幸也 ポプラ社

ろくでなしとひとでなし 新堂　冬樹 幻冬舎

身代金の計 （口入屋用心棒 ４８巻） 鈴木　英治 双葉社

人生の決算書 曽野　綾子 文藝春秋

世界が青くなったら 武田　綾乃 文藝春秋

神様たちのお伊勢参り １１巻 竹村　優希 双葉社

正義の段階　 田村　和大 双葉社

花街の仇討ち （おれは一万石 ２０巻） 千野　隆司 双葉社

一輪の花 （夜叉萬同心 ９巻） 辻堂　魁 光文社

レジェンドアニメ！ 辻村　深月 マガジンハウス

0 堂場　瞬一 河出書房新社

日本の小説

書　名 著　者 出版社

竜虎攻防 （八丁堀「鬼彦組」激闘篇 １１巻） 鳥羽　亮 文藝春秋

放課後レシピで謎解きを 友井　羊 集英社

恋する検事はわきまえない 直島　翔 小学館

鬼人幻燈抄 ９巻 中西　モトオ 双葉社

それぞれの風の物語　 中場　利一 光文社

脳科学捜査官真田夏希 １２巻 鳴神　響一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

パラレル・フィクショナル 西澤　保彦 祥伝社

看取り医　独庵 ３巻 根津　潤太郎 小学館

ロング・アフタヌーン 葉真中　顕 中央公論新社

江戸っ子出世侍 ６巻 早瀬　詠一郎 コスミック出版

鵺退治の宴 （闇御庭番 ９巻） 早見　俊 光文社

天国からの宅配便 柊　サナカ 双葉社

殿さま忍者　 ６巻 聖　龍人 コスミック出版

繭の季節が始まる 福田　和代 光文社

最後の晩ごはん １７巻 椹野　道流 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ヒノマル 古市　憲寿 文藝春秋

南町番外同心 １巻 牧　秀彦 二見書房

éｃｒｉｔｕｒｅ新人作家・杉浦李奈の推論 ３巻 松岡　圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

風の港 村山　早紀 徳間書店

わが家は祇園の拝み屋さん １５巻 望月　麻衣 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

四面の阿修羅　（本格Ｍ．Ｗ．Ｓ．） 吉田　恭教 南雲堂

お江戸新宿復活控　 吉田　雄亮 祥伝社

ふたつの波紋 伊藤　比呂美 文藝春秋

寂聴さん最後の手紙 瀬戸内　寂聴/横尾　忠則 朝日新聞出版

うまれることば、しぬことば 酒井　順子 集英社

きれいになりたい気がしてきた ジェーン・スー 光文社

これは、アレだな 高橋　源一郎 毎日新聞出版

６０代、ひとりで前向きに生きる 寺田　理恵子 さくら舎

幸福幻想　（うさぎとマツコの人生相談） 中村　うさぎ/マツコ・デラックス 毎日新聞出版

犬棒日記　続 乃南　アサ 双葉社

人生の旅をゆく ４巻 吉本　ばなな ＮＨＫ出版

家族 村井　理子 亜紀書房

アディ・ラルーの誰も知らない人生　上・下巻 Ｖ．Ｅ．シュワブ 早川書房

名探偵と海の悪魔 スチュアート・タートン 文藝春秋

修道女フィデルマの采配 ピーター・トレメイン 東京創元社

ミッドナイト・ライブラリー マット・ヘイグ ハーパーコリンズ・ジャパン

世界の終わり賢者たちの遺言 フレデリック・ルノワール 飛鳥新社

日本のエッセイ・ルポルタージュ他

海外文学


