2018.４月 新着本の紹介

今年度初の新着本は４/１７(火)に登場!!

お気に入りの本を見つけよう。

今年度も、毎月新着本を紹介していきます。お楽しみに♪♪

5 分後に恋の結末
橘つばさ・桃戸ハル

掟上今日子の色見本
西尾維新

おらおらでひとりいぐも
若竹千佐子

女子は必読、男子も読み
たくなる、青春小説。も
ちろん、ただの青春小説
ではない。全２６話、
「意外な結末」と「スカ
ッとするラスト」を保
証！

掟上今日子は預かった。返
してほしければ、十億円用
意しろ」
置手紙探偵事務所唯一の
従業員・親切守が受けた、
突然の脅迫電話。純白の名
探偵＆青年警備員 VS. 漆
黒の誘拐犯！
吉里吉里人〔上〕
井上ひさし

74 歳、ひとり暮らしの桃
子さん。おらの今は、こ
わいものなし――リズム
あふれる文体で新しい
「老いの境地」を描い
た、

キズナキス

梨屋アリエ

友達の本心を知りたい、
知られたくない、つなが
りたい、１人でいたい―
―少女たちが抱える孤独
を描き上げた、待望の書
き下ろし長編。
ブラックペアン１９８８
海堂尊
病床にある祖父の言葉が頭か
ら外科研修医世良が飛び込ん
だのは君臨する“神の手”教授に
新兵器導入の講師、技術偏重
の医局員ら、策謀渦巻く大学
病院……
大出血の手術現場で世良が見
た医師たちの凄絶で高貴な覚
悟。
厨病激発ボーイ
青春症候群
藤並みなと
高校二年生になった厨
病ボーイズはますます
絶好調！ けれどゴス
ロリの一年生“魔王”莉
夢が現れ、中村を『魔
王部』に引き抜き!?
中学生で出会っておきたい 71 の言葉
覚和歌子
勉強、部活の悩みや友達との
人間関係など、多感な中学生
の心にときに寄り添い、とき
に励ます７１の言葉。大切な
時だからこそ、読んで感じて
ほしい言葉があります。
学校生推し本!

ある六月上旬の早朝、上
野発青森行急行「十和田
3 号」を一ノ関近くの赤
壁で緊急停車させた男た
ちがいた。
学校先生推し本！
ブレイズメス１９９０
海堂尊
大学病院にまた革命児が！
外科研修医世良の任務はモナ
コから天才外科医天城を連れ帰
ること。東城大病院は大荒れと
なり日本初の公開手術の結果
は！？。

芥川賞受賞作
無双の花

葉室 麟
筑後柳川の立花宗茂は、秀
吉の九州攻めで、勇名を馳
せ、関が原で西軍に属して
改易となり、のち旧領に戻
れたただ一人の武将であ
る。学校先生推し本!
スリジエセンタ-１９９１
海堂尊
天才外科医による「革
命」の行方は？“招かれざ
る異端児”を襲うアクシデ
ントと張り巡らされた陰
謀――。
「ブラックペアン」シリ
ーズ、ついに完結!!

銀河鉄道の父

門井 慶喜
地元の名士であり、熱心な
浄土真宗信者でもあった賢
治の父・政次郎は、このユ
ニークな息子をいかに育て
上げたのか。
父・政次郎の視点から描
く、気鋭作家の意欲作。
直木賞受賞作

天地明察（下）
冲方 丁
碁打ちの名門に生まれ
た春海は己の境遇に飽
き、算術に生き甲斐を
見出していた。彼と
「天」との壮絶な勝負
が幕開く。渋川春海の
20 年にわたる奮闘・挫
折・喜び、そして恋！
学校先生推し本!
LGBT なんでも聞いてみよう
中・高生が知りたいホントのところ
徳永桂子
「性の多様性」を中心
に、中・高生から実際に
出た質問に答える形で
「性」について考える。

大崎梢
近所に住む老人に頼まれ
たという謎の探求書リス
ト。コミック『あさきゆ
めみし』を購入後、失踪
した母の行方を捜しに来
た女性。配達したばかり
の雑誌に挟まれていた盗
撮写真……。

午前 0 時の忘れもの
赤川次郎
愛していれば、奇跡もきっと
起こる-バスの転落事故で湖
の底に沈んでしまった死者
たちが、愛する人たちに別れ
を告げるために、午前 0 時に
戻って来た! 学校先生推し本!

ギヴァー 記憶を注ぐ者。
ロイス・ローリー
近未来。人々は争いのな
い平和な理想郷「コミュ
ニティー」で生活を送っ
ていた。
学校先生推し本!

いらないねこ

呪い唄 長い腕ＩＩ
川崎草志
明治の名棟梁、敬次郎を
生んだ四国の早瀬町に、
汐路は帰ってきた。恐る
べき事件から数ヶ月後、
故郷で待っていたのは元
軍人の老人。幕末に流行
った童謡『かごめ唄』に
乗せて、新たな復讐の罠
が動き出す！
ごはんのおとも
たな

ヒグチユウコ
前作同様、ぬいぐるみのニャンコ
が主人公。捨てられた子猫を「お
とうさん」になって愛情いっぱい
に育てるニャンコの感動の絵物
語。

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ先生推し本！

二宮和也主演でドラマ放映中
天地明察（上）
冲方 丁
４代将軍家綱の治世、
日本独自の暦を作る事
業が立ち上がる。当時
の暦は正確さを失いず
れが生じ始めていた―
―。日本文化を変えた
大計画を個の成長物語
として瑞々しく重厚に
描く時代小説！
どんな人でも頭が良くなる世界に一つだけの勉強法』
坪田信貴
ベストセラー『学年ビ
リのギャルが 1 年で偏
差値を 40 上げて慶應
大学に現役合格した
話』の著者が、自分に
最適な学び方を見つけ
れば、何歳からでも頭
は良くなる！

配達あかずきん

いのち愛しむ、人生キッチン
92 歳の現役料理家・タミ先生のみつけた幸福術

桧山タミ
九州地方で活躍する 92 歳
の現役料理家タミ先生の初
の著書。
台所に立つ女性の心の拠
りどころになるお話が一冊
にまとまりました。
タミ塾の愛情レシピも収
録。 学校先生推し本!
ことだま
野球魂を熱くする名言集
野球太郎･編集部､石井孝
野球が教えてくれた人生で
大切なこと。輝け、球児!燃
えろ、野球少年!名選手、名
指導者が贈る“読むノック”

これさえあれば、何杯だ
って食べられる。わが
友、ごはんの友。しあわ
せの笑みがこぼれる物語
と美
味しいレシピのあったか
フルカラーコミック。
杉下右京の多忙な休日
礎卯人
大自然の中で繰り広げら
れる、盲点を突く右京の
推理!!
無期限停職処分となった
右京の前で起きた二つの
事件とは？

かがみの孤城

辻村深月
不登校の少女が鏡の向こ
うの世界で出会ったのは
――生きづらさを感じて
いるすべての人に贈る物
語。一気読み必至の著者
最高傑作。

本屋大賞受賞作
クラバート
オトフリート・プロイスラー
荒地の水車場の見習い
になった少年クラバー
トは、親方から魔法を
習うことになる。ドイ
ツの一地方に伝わる伝
説を描く壮大な物語。
弔い花 長い腕 ＩＩＩ
川崎草志
の有力者の娘が殺害され
近江敬次郎の罠を疑う当
主は汐路に調査を依頼す
る。長い時を超えて張り
巡らされた呪いがついに
早瀬の町を焼き尽くすの
か?! 全ての謎が鮮やか
に解かれる怒濤の書き下
ろし完結編！
新しい道徳
「いいことをすると気持ちがいい」のはなぜか
北野武
「時代を作る人は、いつ
だって古い道徳を打ち壊
してきた。誰かに押しつ
けられた道徳ではなく、
自分なりの道徳で生きた
方がよほど格好いい。
学校先生推し本!
小暮写真館Ⅰ
ひみつ

礎卯人

あなたの写真(ひみつ)、
解き明かします。築三十
三年、木造二階建て。臨
死状態の古びた商店街に
ひっそりと佇む「小暮写
眞館」。心温まる現代ミ
ステリー。

