
新しい図書【一般図書】一覧表（著者五十音順）

種類 書名 著者名 出版社 配架日

1 単行本 平場の月 朝倉　かすみ 光文社 2019/5/23

2 単行本 ※大名倒産(上) 浅田　次郎 文藝春秋 2020/1/11

3 単行本 ※大名倒産(下) 浅田　次郎 文藝春秋 2020/1/11

4 単行本 ノーサイド・ゲーム 池井戸　潤 ダイヤモンド社 2019/7/10

5 単行本 ※クジラアタマの王様 伊坂　幸太郎 NHK出版 2019/8/10

6 単行本 ※シーソーモンスター 伊坂　幸太郎 中央公論新社 2019/5/11

7 単行本 動かないゼロトレ 石村　友見 サンマーク出版 2019/9/5

8 単行本 ゼロトレ 石村　友見 サンマーク出版 2019/5/11

9 新書 ※一人で生きる　大人の流儀９ 伊集院　静 講談社 2019/11/9

10 単行本 むらさきのスカートの女　【芥川賞】 今村　夏子 朝井新聞出版 2019/8/10

11 単行本 「令和」の心がわかる万葉集のことば 上野　誠 幻冬舎 2019/6/22

12 単行本 ※終わった人 内館　牧子 講談社 2019/8/24

13 単行本 ※すぐ死ぬんだから 内館　牧子 講談社 2019/6/10

14 単行本 ブラタモリ８　横浜・横須賀・会津・会津磐梯山・高尾山 NHKブラタモリ制作班 角川書店 2019/6/22

15 単行本 ブラタモリ14　箱根・箱根関所・鹿児島・弘前・十和田湖･奥入瀬 NHKブラタモリ制作班 角川書店 2019/12/11

16 単行本 ライオンのおやつ 小川　糸 ポプラ社 2019/12/21

17 単行本 渦　妹背山婦女庭訓魂結び　【直木賞】 大島　真寿美 文藝春秋 2019/8/10

18 単行本 ※地先 乙川　勇三郎 徳間書房 2019/9/21

19 単行本 まち 小野寺　史宜 祥伝社 2020/1/11

20 単行本 祝祭と予感 恩田　陸 幻冬舎 2019/10/4

21 文庫 浮世の画家 カズオ・イシグロ 早川書房 2019/5/11

22 単行本 百花 川村　元気 文藝春秋 2019/6/22

23 新書 一切なりゆき　樹木希林のことば 樹木　希林 文藝春秋新書 2019/12/11

24 単行本 運転者 喜多川　泰 ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ 2019/9/12

25 単行本 こころきらきら　枕草子 木村　耕一 一万年出版 2019/7/10

26 単行本 美しき鐘の声　平家物語１～諸行無常の響きあり 木村　耕一 一万年堂出版 2019/9/21

27 単行本 美しき鐘の声　平家物語２～春の夜の夢のごとし 木村　耕一 一万年堂出版 2019/11/9

28 単行本 美しき鐘の声　平家物語３～風の前の塵に同じ 木村　耕一 一万年堂出版 2019/11/9

29 単行本 もしも１年後この世にいないとしたら 清水　研 文嚮社 2020/1/11

30 単行本 経済で読み解く　明治維新 上念　司 KKベストセラーズ 2019/5/23

31 単行本 58歳からの日々を大切に小さく暮らす ショコラ 新潮社 2019/9/12

32 単行本 麦本三歩の好きなもの 住野　よる 幻冬舎 2019/4/20

33 単行本 ※傑作はまだ 瀬尾　まいこ ソニー・ミュージックエンタテイメント 2019/6/22

34 単行本 そして、バトンは渡された 瀬尾　まいこ 文藝春秋 2019/4/20

35 単行本 日本の言葉の由来を愛おしむ 高橋　こうじ 東邦出版 2019/8/24

36 単行本 歎異抄をひらく 高橋　顕徹 一万年堂出版 2008/3/3
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37 新書 ※上級国民　下級国民 橘　玲 小学館新書 2019/8/1

38 単行本 ツナグ　思い人の心得 辻村　深月 新潮社 2019/11/23

39 単行本 ※神様のカルテ０ 夏草　草介 小学館 2019/10/11

40 単行本 神様のカルテ　２ 夏川　草介 小学館文館 2019/4/20

41 単行本 神様のカルテ　３ 夏川　草介 小学館文館 2019/4/20

42 単行本 勿忘草の咲く町～安曇野診療録～ 夏川　草介 KADOKAWA 2019/12/21

43 単行本 人生がときめく片づけの魔法 林　麻理恵 河出書房新社 2019/4/20

44 単行本 美しき愚かものたちのタブロー 原田　マハ 文藝春秋 2019/7/1

45 単行本 ※20CONTACTS　消えない星々との短い接触 原田　マハ 幻冬舎 2019/8/10

46 単行本 ※風神雷神(上) 原田　マハ PHP研究所 2019/12/21

47 単行本 ※風神雷神(下) 原田　マハ PHP研究所 2019/12/21

48 単行本 世界一美味しい手抜きごはん最速！やる気のいらない100レシピ はらぺこグリズリー DOKAWAKA 2019/9/1

49 単行本 70歳のたしなみ 坂東　眞理子 小学館 2019/7/25

50 単行本 希望の糸 東野　圭吾 講談社 2019/7/10

51 単行本 ある男 平野　啓一郎 文藝春秋 2019/4/20

52 文庫本 マチネの終わりに 平野　啓一郎 文春文庫 2019/6/6

53 単行本 ※僕はイエローでホワイトでちょっとブルー【本屋大賞】 ブレディ　みかこ 新潮社 2019/12/11

54 単行本 天皇皇后両陛下の歌から読む平成史 ベストセラーズ書籍編集部 KKベストセラーズ 2019/5/23

55 単行本 医者が教える食事術２　実践バイブル 牧田　善二 ダイヤモンド社 2019/11/9

56 単行本 人間 又吉　直樹 毎日新聞出版 2019/11/9

57 文庫本 ※絶唱 湊　かなえ 新潮社 2020/1/11

58 単行本 落日 湊　かなえ 角川春樹事務所 2019/9/12

59 単行本 ※さよならの儀式 宮部　みゆき 河出書房新社 2019/8/10

60 単行本 生命式 村田　沙耶香 河出書房新社 2019/11/9

61 単行本 思わず考えちゃう ヨシタケシンスケ 新潮社 2019/5/11

※１ 　→今月購入した図書です。

※２ 「書名」の※　→リクエストをいただき、購入した図書です。
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