
     岡山市立図書館新着図書案内

Ｎｏ．３２６　令和 ４年５月５日発行

　●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）

剣持麗子のワンナイト推理 新川　帆立 宝島社

マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂　幸太郎 幻冬舎

幸村を討て 今村　翔吾 中央公論新社

母子草の記憶 小杉　健治 双葉社

朱色の化身 塩田　武士 講談社

おいしいごはんが食べられますように 高瀬　隼子 講談社

古本食堂 原田　ひ香 角川春樹事務所

マスカレード・ゲーム 東野　圭吾 集英社

花屋さんが言うことには 山本　幸久 ポプラ社

チョウセンアサガオの咲く夏 柚月　裕子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ないものねだるな 阿川　佐和子 中央公論新社

　「生活の木」の
　　　　　暮らしのハーブ３６５日

家の光協会

　花を育ててみたいのですが。 花福こざる 家の光協会

　フローラ黒田園芸と
　　１２ケ月の小さな花のある暮らし

黒田　健太郎 インプレス

       　　　　　 【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

植物のある暮らし

 

中央図書館は大

規模改修工事が

終 了 し ま し た の

で、令和４年４月 

２７日（水）より 

リニューアル 

オープンいたしま

した。 

書　名 著　者 出版社

津山　美しい建築の街 稲葉　なおと 山陽新聞社

暮らしの新常識１０９ 小学館

現代思想入門 千葉　雅也 講談社

なんでも見つかる夜に、
                       こころだけが見つからない

東畑　開人 新潮社

７０代で死ぬ人、８０代でも元気な人 和田　秀樹 マガジンハウス

くそじじいとくそばばあの日本史
                               長生きは成功のもと

大塚　ひかり ポプラ社

ハレム 小笠原　弘幸 新潮社

新日本の絶景＆秘境１５０ 朝日新聞出版 朝日新聞出版

卑日 シンシアリー 扶桑社

お金で読み解く世界のニュース 大村　大次郎 ＰＨＰ研究所

実家の空き家問題を解決する！ 主婦の友社

東大女子という生き方 秋山　千佳 文藝春秋

屈辱の数学史 マット・パーカー 山と溪谷社

パンダとわたし 黒柳徹子と仲間たち 朝日新聞出版

人はどう死ぬのか 久坂部　羊 講談社

更年期ってこういうこと図鑑 石原　新菜 宝島社

「一生介護されない体」になる医者の習慣５７ 山岸　昌一 双葉社

無敵のデトックス大全 岡　清華 ワニブックス

あの人も飲んでいる最強の野菜スープ マキノ出版

ウイルス学者の責任 宮沢　孝幸 ＰＨＰ研究所

歩いて、食べる京都のおいしい名建築さんぽ 甲斐　みのり エクスナレッジ

かんたんマスキングテープの本 ｍｉｚｕｔａｍａ 株式会社エクスナレッジ

８７歳、古い団地で愉しむひとりの暮らし 多良　美智子 すばる舎

わたしの１ケ月１０００円ごほうび おづ　まりこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

商用ＯＫ！これ作ったの？と言われる布こもの ｙａｓｕｍｉｎ 主婦と生活社

部位別全身スキンケア大全 成美堂出版

股関節ムーブ ｍｉｅｙ 学研プラス

季節を味わう手仕事レシピ スズキ　エミ 主婦の友社

時間がない人のためのやせる超速つくりおき２９３ 西東社

感動のチーズケーキ 小嶋　ルミ 文化学園文化出版局

しない掃除 みな ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ヨーグルトの本 向井　智香 エムディエヌコーポレーション

コールセンターもしもし日記 吉川　徹 三五館シンシャ

Ｏｒｉｇａｍｉ　Ａｑｕａｒｉｕｍ 山口　真 ナツメ社

「アキラさん」は音楽を楽しむ天才 宮川　彬良 ＮＨＫ出版

加トちゃんといっしょ　 加藤　綾菜 双葉社

長寿の体幹トレーニング 澤木　一貴 大和書房

プロ野球元審判は知っている 佐々木　昌信 ワニブックス

焚き火と道具 猪野　正哉 山と溪谷社

漢字の語源図鑑 平山　三男 かんき出版

実用書



書　名 著　者 出版社

これは経費で落ちません！ ９巻 青木　祐子 集英社

稲荷書店きつね堂 番外編 蒼月　海里 角川春樹事務所

花嫁、街道を行く　 赤川　次郎 実業之日本社

エレジー 赤松　利市 光文社

彼女は二度、殺される　 秋尾　秋 宝島社

心心 石田　衣良 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

みぞれ雨 （名残の飯 ２巻） 伊多波　碧 光文社

生皮 井上　荒野 朝日新聞出版

テウトの創薬 岩木　一麻 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

京乱 （高家表裏譚 ５巻） 上田　秀人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ひまわりは恋の形 宇山　佳佑 小学館

罷免家老世直し帖 ３巻 瓜生　颯太 二見書房

樹海警察 ２巻 大倉　崇裕 角川春樹事務所

時計屋探偵の冒険 （アリバイ崩し承ります ２巻） 大山　誠一郎 実業之日本社

いい湯じゃのう ２巻 風野　真知雄 ＰＨＰ研究所

警視庁アウトサイダー　３巻 加藤　実秋 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

チンギス紀 １３巻 北方　謙三 集英社

本所寿司人情 （夢屋台なみだ通り ４巻） 倉阪　鬼一郎 光文社

独り立ち （吉原裏同心 ３７巻） 佐伯　泰英 光文社

ショートケーキ。 坂木　司 文藝春秋

決着の鬨 （公家武者信平 １２巻） 佐々木　裕一 講談社

准教授・高槻彰良の推察 ７巻 澤村　御影 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

パンとサーカス 島田　雅彦 講談社

ヘパイストスの侍女 白木　健嗣 光文社

ばけもの好む中将 １１巻 瀬川　貴次 集英社

ＱＥＤ神鹿の棺　 高田　崇史 講談社

コスメの王様 高殿　円 小学館

博士の長靴 瀧羽　麻子 ポプラ社

崖っぷち長屋の守り神 田中　啓文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

白銀騎士団 田中　芳樹 光文社

包帯クラブ　ルック・アット・ミー！ 天童　荒太 筑摩書房

悪の包囲 （ラストライン ５巻） 堂場　瞬一 文藝春秋

人でなしの櫻 遠田　潤子 講談社

警視庁ＳＭ班 ３巻 富樫　倫太郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

駅に泊まろう！ ４巻 豊田　巧 光文社

大江戸少女カゲキ団 ５巻 中島　要 角川春樹事務所

あたらしい朝 （日本橋牡丹堂菓子ばなし ９巻） 中島　久枝 光文社

日本の小説

『同志少女よ、敵を撃て』　逢坂 冬馬　早川書房

２０２２年 本屋大賞決定！

書　名 著　者 出版社

図書室のはこぶね 名取　佐和子 実業之日本社

網走サンカヨウ殺人事件 鳴神　響一 徳間書店

いらっしゃいませ下町和菓子栗丸堂 ５巻 似鳥　航一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

弊社は買収されました！ 額賀　澪 実業之日本社

月の王 馳　星周 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ハイドロサルファイト・コンク 花村　萬月 集英社

八月の母 早見　和真 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ファズイーター 深町　秋生 幻冬舎

雨宿り （新・秋山久蔵御用控 １３巻） 藤井　邦夫 文藝春秋

団地のふたり 藤野　千夜 Ｕ－ＮＥＸＴ

紙屋ふじさき記念館 ５巻 ほしお　さなえ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

高校事変 １２巻 松岡　圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

シェア 真梨　幸子 光文社

ビブリア古書堂の事件手帖 ［２］－３　 三上　延 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

アルツ村 南　杏子 講談社

阿茶 村木　嵐 幻冬舎

京都寺町三条のホームズ ０巻 望月　麻衣 双葉社

ついでにジェントルメン 柚木　麻子 文藝春秋

怪盗黒猫 ４ 和久田　正明 二見書房

紅の墓標　（オッドアイ） 渡辺　裕之 中央公論新社

味比べ 西條　奈加　他 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

夫婦商売　 青山　文平 他 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

あの胸が岬のように遠かった 永田　和宏 新潮社

善人たち 遠藤　周作 新潮社

タダキ君、勉強してる？ 伊集院　静 集英社

折れない言葉 五木　寛之 毎日新聞出版

人生おろおろ 伊藤　比呂美 光文社

６０歳、ひとりを楽しむ準備 岸本　葉子 講談社

結局、人生の最後にほしいもの 曽野　綾子 ポプラ社

猫に教わる 南木　佳士 文藝春秋

カムカムマリコ 林　真理子 文藝春秋

ぼけますから、よろしくお願いします。
　　　　　　　　　　　　　おかえりお母さん

信友　直子 新潮社

ブルックリンの死 アリッサ・コール 早川書房

この道の先に、いつもの赤毛 アン・タイラー 早川書房

英国屋敷の二通の遺書 Ｒ．Ｖ．ラーム 東京創元社

天使の傷　上・下巻　 マイケル・ロボサム 早川書房

ゴールドマン家の悲劇　上・下巻 ジョエル・ディケール 東京創元社

日本のエッセイ・ルポルタージュ他

海外文学


