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Ｎｏ．書名・シリーズ・受賞情報など 著者 出版社 刊行予定日

1 髪結百花 泉ゆたか著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 11/27

2 怪盗インビジブル 行成薫著 講談社 日本文芸書 11/20

3 されど私の可愛い檸檬 舞城王太郎著 講談社 日本文芸書 11/26

4 トッピング　愛とウズラの卵とで～れえピザ 川上健一著 集英社 日本文芸書 11/21

5 わるい食べもの 千早茜著 集英社 日本文芸書 12/5

6 われは歌えどもやぶれかぶれ 椎名誠著 集英社 日本文芸書 12/3

7 海とジイ 藤岡陽子著 小学館 日本文芸書 11/15

8 燃えよ、あんず 藤谷治著 小学館 日本文芸書 11/8

9 偽りのラストパス 生馬直樹著 新潮社 日本文芸書 11/22

10 犬も食わない 尾崎世界観著・千早茜著新潮社 日本文芸書 11/上

11 かけらのかたち 深沢潮著 新潮社 日本文芸書 11/22

12 作家との遭遇　全作家論 沢木耕太郎著 新潮社 日本文芸書 11/28

13 不良老人の文学論 筒井康隆著 新潮社 日本文芸書 11/22

14 ダンシング・マザー 内田春菊著 文藝春秋 日本文芸書 11/20

15 ゴー・ホーム・クイックリー 中路啓太著 文藝春秋 日本文芸書 11/20

16 ショートショート美術館　名作絵画の光と闇 太田忠司著・田丸雅智著文藝春秋 日本文芸書 11/5

17 介護士Ｋ 久坂部羊著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 11/27

18 それでも空は青い 荻原浩著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 11/27

19 鼠、恋路の闇を照らす 赤川次郎著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 11/27

20 夜汐（ヨシオ） 東山彰良著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 11/26

21 いつか深い穴に落ちるまで ※ 第５５回文藝賞受賞作品山野辺太郎著 河出書房新社日本文芸書 11/13

22 はんぷくするもの ※ 第５５回文藝賞受賞作品日上秀之著 河出書房新社日本文芸書 11/13

23 不意撃ち 辻原登著 河出書房新社日本文芸書 11/12

24 そこにいるのに 似鳥鶏著 河出書房新社日本文芸書 11/20

25 １０８（イチマルハチ） 松尾スズキ著 講談社 日本文芸書 11/20

26 救済　ＳＡＶＥ 長岡弘樹著 講談社 日本文芸書 11/13

27 草々不一 朝井まかて著 講談社 日本文芸書 11/20

28 花折 花村萬月著 集英社 日本文芸書 11/21

29 芙蓉の干城（タテ） 松井今朝子著 集英社 日本文芸書 12/3

30 常設展示室 原田マハ著 新潮社 日本文芸書 11/22

31 雨上がり月霞む夜 西條奈加著 中央公論新社日本文芸書 11/16

32 こちら横浜市港湾局みなと振興課です 真保裕一著 文藝春秋 日本文芸書 11/7

33 静おばあちゃんと要介護探偵 中山七里著 文藝春秋 日本文芸書 11/26

34 昨日がなければ明日もない 宮部みゆき著 文藝春秋 日本文芸書 11/26

35 熱帯 森見登美彦著 文藝春秋 日本文芸書 11/14

36 缶詰王子、降臨！（仮） 秋川滝美著 幻冬舎 日本文芸書 11/20

37 どくだみちゃんとふしばな　３ 吉本ばなな著 幻冬舎 日本文芸書 11/20

38 正しい愛と理想の息子 寺地はるな著 光文社 日本文芸書 11/19

39 柳は萌ゆる 平谷美樹著 実業之日本社日本文芸書 11/15

40 刀と傘　明治京洛推理帖 （ ミステリ・フロンティア）伊吹亜門著 東京創元社 日本文芸書 11/28
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41 斗星、北天にあり 鳴神響一著 徳間書店 日本文芸書 11/8

42 傍らにいた人 堀江敏幸著 日本経済新聞出版社日本文芸書 11/1

43 入れ子の水は月に轢かれ ※ 第８回アガサ・クリスティー賞大賞受賞作品オーガニックゆうき著早川書房 日本文芸書 11/19

44 天下普請 稲葉稔著 双葉社 日本文芸書 11/20

45 ゆえに、警官は見護る（ミツメル） 日明恩著 双葉社 日本文芸書 11/20

46 曙光を旅する 葉室麟著 朝日新聞出版日本文芸書 11/16

47 フーガはユーガ 伊坂幸太郎著 実業之日本社日本文芸書 11/5

48 厨師、怪しい鍋と旅をする 勝山海百合著 東京創元社 日本文芸書 11/28

49 愉楽にて 林真理子著 日本経済新聞出版社日本文芸書 11/16

50 会社を綴る人 朱野帰子著 双葉社 日本文芸書 11/20

51 人生のピース 朝比奈あすか著双葉社 日本文芸書 11/20

52 はつ恋 村山由佳著 ポプラ社 日本文芸書 11/8

53 針と糸 小川糸著 毎日新聞出版日本文芸書 11/14

54 クネレルのサマーキャンプ エトガル・ケレット著・母袋夏生訳河出書房新社外国文芸書 11/15

55 蝶を飼う男　シャルル・バルバラ幻想ＳＦ短篇集 シャルル・バルバラ著・亀谷乃里訳国書刊行会 外国文芸書 11/

56 カート・ヴォネガット全短篇　２　バーンハウス効果に関する報告書カート・ヴォネガット著・大森望監修・浅倉久志ほか訳早川書房 外国文芸書 11/19

57 巨大なラジオ／泳ぐ人　ジョン・チーヴァー傑作短編選ジョン・チーヴァー著・村上春樹訳新潮社 外国文芸書 11/28

58 ピアノ・レッスン ※ 新潮クレスト・ブックス／１９６８年カナダ総督文学賞受賞作品アリス・マンロー著・小竹由美子訳新潮社 外国文芸書 11/28

59 鐘は歌う ※ ２０１６年世界幻想文学大賞大賞受賞作品アンナ・スメイル著・山田順子訳東京創元社 外国文芸書 11/19

60 炎の色 ピエール・ルメートル著・平岡敦訳早川書房 外国文芸書 11/19

61 自転車泥棒 呉明益著・天野健太郎訳文藝春秋 外国文芸書 11/5

62 ケイレブ　ハーバードのネイティブアメリカン ジェラルディン・ブルックス著・柴田ひさ子訳平凡社 外国文芸書 11/21

63 イラストでわかる 疲れないカラダの使い方図鑑 木野村朱美著・中村知史イラスト池田書店 くらしの実用書11/15

64 ゼロ・シュガー・ケーキ 吉川文子著 主婦と生活社くらしの実用書11/22

65 コンプレックスを個性に変える おしゃれが上達する大人服（ 主婦の友生活シリーズ）石田純子監修 主婦の友社 くらしの実用書11/14

66 名前がわかる！フルーツ＆ベジタブル図鑑　 主婦の友社編 主婦の友社 くらしの実用書11/30

67 はじめての金継ぎ 坂田太郎著・中島靖高著世界文化社 くらしの実用書11/9

68 ３万人の入浴を指導してきた医師が教える　最高の入浴法 早坂信哉著 大和書房 くらしの実用書11/21

69 じゃがいも・ブック 坂田阿希子著 東京書籍 くらしの実用書11/6

70 レトロスイーツ　ずっと愛されてきたお菓子 若山曜子著 文化出版局 くらしの実用書11/15

71 からだのための 食材大全 池上文雄監修・加藤光敏監修・河野博監修・三浦理代ほか監修・ＮＨＫ出版編 ＮＨＫ出版 くらしの実用書11/15

72 着物の教科書 全日本きもの振興会監修新星出版社 くらしの実用書11/29

73 味噌汁専門店のおかず味噌汁１００ 美噌元監修 世界文化社 くらしの実用書11/9

74 ステキを作る ６０代からのソーイング　ｖｏｌ．２（ レディブティックシリーズ） ブティック社くらしの実用書11/6

75 りんご、レモン、いちご、栗のお菓子と料理 有元葉子著 文化出版局 くらしの実用書11/15

76 野菜のおいしい冷凍・解凍 鈴木徹著・島本美由紀著毎日新聞出版くらしの実用書11/14

77 イラスト図解　接客の基本とコツ 渡邊忠司著 学研プラス ビジネス・くらしの経済11/20

78 ケーススタディ　職場のＬＧＢＴ　場面で学ぶ正しい理解と適切な対応　　　　　　　　　　　　場面で学ぶ正しい理解と適切な対応寺原真希子編・東京表参道法律事務所編著ぎょうせい ビジネス・くらしの経済11/下

79 働く女子と罪悪感 浜田敬子著 集英社 ビジネス・くらしの経済11/21

80 図解入門ビジネス　最新　決算書の基本と分析がよ～くわかる本金井正義著 秀和システムビジネス・くらしの経済11/22
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81 がんになったら知っておきたいお金の話　看護師ＦＰが授ける家計、制度、就労の知恵　　　　　　　　看護師ＦＰが授ける家計、制度、就労の知恵黒田ちはる著 日経ＢＰマーケティングビジネス・くらしの経済12/5

82 寄付をしてみよう、と思ったら読む本 渋澤健著・鵜尾雅隆著日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済11/20

83 人生１００年時代の年金戦略 田村正之著 日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済11/21

84 コケを楽しむ庭づくり　豊富な植栽例と植えつけの実際、美しく保つコツ大野好弘著 講談社 すまい・住宅・建築11/12

85 絵でつづる　塗り壁が生まれた風景　左官仕事のフォークロア小林澄夫著・村尾かずこ絵農山漁村文化協会すまい・住宅・建築11/13

86 変わる！あなたのてんかん治療 （ 病気がわかる本 ）中里信和著 ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学11/15

87 ギャンブル依存症から抜け出す本（ 健康ライブラリーイラスト版）樋口進監修 講談社 健康と家庭の医学11/27

88 Ｑ＆Ａでよくわかる　子宮体がん（ 健康ライブラリー）市川喜仁著 講談社 健康と家庭の医学11/20

89 乳がんのことがよくわかる本 （ 健康ライブラリーイラスト版）山内英子監修 講談社 健康と家庭の医学11/13

90 （あまり）病気をしない暮らし 仲野徹著 晶文社 健康と家庭の医学12/4

91 男性も女性も知っておきたい妊娠・出産のリテラシー 齊藤英和編・杉森裕樹編大修館書店 健康と家庭の医学11/22

92 がん、脳卒中、心臓病　三大病死亡　衝撃の地域格差 埴岡健一著・福島安紀著中央公論新社健康と家庭の医学11/16

93 どもる子どもとの対話 伊藤伸二編著・国重浩一編著金子書房 教育と福祉 12/12

94 パパのための娘トリセツ （ こころライブラリー）小野寺敦子監修講談社 教育と福祉 11/13

95 子どもの「困った」が才能に変わる本 田嶋英子著 青春出版社 教育と福祉 11/20

96 たっぷり！年中行事シアター 藤本ともひこ著・鈴木翼ほか著ひかりのくに教育と福祉 12/3

97 相続で絶対モメない遺産分割のコツ　言葉・空気・場の読みまちがいが命取り！佐山和弘著 家の光協会 くらしの法律11/15

98 事業者必携入門図解　最新はじめての金融商品取引法 奈良恒則監修 三修社 くらしの法律11/22

99 スッキリわかる！ 今日から役立つ民法 鎌野邦樹著 ナツメ社 くらしの法律11/8

100 動物園巡礼 木下直之著 東京大学出版会歴史と紀行 11/20

101 村役人のお仕事（仮） 山﨑善弘著 東京堂出版 歴史と紀行 11/22

102 日本を動かした５０の乗り物　幕末・明治・大正・昭和 若林宣著 原書房 歴史と紀行 11/9

103 風土記 （ 別冊太陽 ）瀧音能之監修 平凡社 歴史と紀行 11/26

104 ＮＨＫ俳句　俳句づくりに役立つ！旧かな入門 山西雅子著 ＮＨＫ出版 日本の文化 11/15

105 菅江真澄　はじまりの民俗学 赤坂憲雄著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本の文化 11/

106 ことばでたどる日本の歴史　幕末・明治・大正篇（ 河出ブックス ）今野真二著 河出書房新社日本の文化 11/21

107 なぜ？　陰陽五行でわかる日本のならわし（仮） 長田なお著 淡交社 日本の文化 11/29

108 日本の漫画本３００年　「鳥羽絵」本からコミック本まで 清水勲著・猪俣紀子著ミネルヴァ書房日本の文化 11/中

109 牡蠣の歴史 （ 「食」の図書館 ）キャロライン・ティリー著・大間知知子訳原書房 世界の文化 11/22

110 クリスマスの歴史　祝祭誕生の謎を解く ジュティス・フランダース著・伊藤はるみ訳原書房 世界の文化 11/13

111 文藝春秋オピニオン２０１９年の論点１００（ 文春ムック ） 文藝春秋 現代社会 11/7

112 小さないのち　子どもを守るためにできること 朝日新聞「小さないのち」取材班著朝日新聞出版現代社会 12/7

113 無子高齢化　出生数ゼロの恐怖 前田正子著 岩波書店 現代社会 11/27

114 シニアシングルズ　女たちの知恵と縁 大矢さよ子編・湯澤直美編・わくわくシニアシングルズ著大月書店 現代社会 11/15

115 フェイクニュースを科学する （ ＤＯＪＩＮ選書 ）笹原和俊著 化学同人 現代社会 12/3

116 アナログの逆襲 ※ アンドリュー・カーネギー優秀賞受賞作品デイビッド・サックス著・加藤万里子訳合同出版 現代社会 11/28

117 空をゆく巨人 ※ 第16回開高健ノンフィクション賞受賞作品川内有緒著 集英社 現代社会 11/21

118 地図で見る東南アジアハンドブック ユーグ・テルトレ著・鳥取絹子訳原書房 現代社会 11/22

119 どうして心臓は動き続けるの？　生命をささえるタンパク質のなぞにせまる大阪大学蛋白質研究所編化学同人 サイエンス 11/15

120 生老死の進化　生物の「寿命」はなぜ生まれたか（ 学術選書 ）高木由臣著 京都大学学術出版会サイエンス 11/6
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121 世界の歴史を変えたスゴイ物理学　５０ ジェームズ・リーズ著ゆまに書房 サイエンス 11/19

122 しくみ図解　電気回路が一番わかる 有馬良知著 技術評論社 テクノロジー 11/27

123 通信の世紀 （ 新潮選書 ）大野哲弥著 新潮社 テクノロジー 11/22

124 ＡＩ入門講座　人工知能の可能性と限界 野口悠紀雄著 東京堂出版 テクノロジー 11/10

125 トコトンやさしいアルゴリズムの本（ 今日からモノ知りシリーズ）坂巻佳壽美著 日刊工業新聞社テクノロジー 11/15

126 わかる！使える！３Ｄプリンター入門　基礎知識・段取り・業務活用水野操著 日刊工業新聞社テクノロジー 11/30

127 もっと音楽が好きになる　上達の基本　フルート 神田寛明著 音楽之友社 芸術・スポーツ11/10

128 もっと音楽が好きになる　上達の基本　クラリネット サトーミチヨ著音楽之友社 芸術・スポーツ11/10

129 もっと音楽が好きになる　上達の基本　サクソフォーン平野公崇著 音楽之友社 芸術・スポーツ11/10

130 もっと音楽が好きになる　上達の基本　トランペット 高橋敦著 音楽之友社 芸術・スポーツ11/10

131 続・マラソンランナーへの道　より速くスマートに走り続けるために鍋倉賢治著 大修館書店 芸術・スポーツ11/30

132 もっと魅せる！輝く！よさこい　上達のコツ 吉田快監修 メイツ出版 芸術・スポーツ11/上

133 図書館の日本史 （ ライブラリーぶっくす）新藤透著 勉誠出版 ライブラリアン11/

134 シロクマが空からやってきた！ （ スプラッシュ・ストーリーズ）マリア・ファラー作・ダニエル・リエリー絵・杉本詠美訳あかね書房 児童読み物 11/下

135 どうぶつたちのクリスマスって？ デイヴィッド・ウォーカー絵・アン・ウィットフォード・ポール文・福本友美子訳岩崎書店 児童読み物 11/9

136 風と行く者　守り人外伝 （ 偕成社ワンダーランド）上橋菜穂子作・佐竹美保絵偕成社 児童読み物 11/19

137 スケッチブック　供養絵をめぐる物語※ ティーンズ文学館／第２６回小川未明文学賞大賞受賞作品ちばるりこ著・シライシユウコ絵学研プラス 児童読み物 11/27

138 あいさつできるよ リチャード・スキャリー作・木坂涼訳好学社 児童読み物 11/9

139 つっきーとカーコのけんか （ おはなしみーつけた！シリーズ）おくはらゆめ作・絵佼成出版社 児童読み物 11/8

140 ぼくとニケ 片川優子著 講談社 児童読み物 11/14

141 ほしじいたけ　ほしばあたけ　いざ、せんにんやまへ（ 講談社の創作絵本）石川基子作・絵講談社 児童読み物 11/30

142 湖の城と若きランスロット （ アーサー王の世界４）斉藤洋著 静山社 児童読み物 11/7

143 ねずみさんちの　はじめてのクリスマス キャラリン・ビーナー文・マーク・ビーナー絵・まえざわあきえ訳徳間書店 児童読み物 11/13

144 だいこんさん　おふろにはいる （ わたしのえほん ）岡田よしたか作・絵ＰＨＰ研究所児童読み物 11/1

145 金の鳥 （ 世界のむかしばなし）八百板洋子文・さかたきよこ絵ＢＬ出版 児童読み物 12/中

146 大どろぼう　ジャム・パン　かげのない町の巻（ わくわくえどうわ）内田麟太郎作・藤本ともひこ絵文研出版 児童読み物 11/26

147 ママー、ポケット！ デヴィッド・エズラ・シュタイン作・ふしみみさを訳光村教育図書児童読み物 11/29

148 学校へ行こう　ちゃんとりん いとうひろし作・絵理論社 児童読み物 11/15

149 １００年たったら 石井睦美文・あべ弘士絵アリス館 児童読み物 11/9

150 星のひとみ サカリアス・トペリウス原作・石井睦美文・せなけいこ絵ＫＡＤＯＫＡＷＡ児童読み物 11/20

151 どこが　ながいか　わかる？ （ こどものくに傑作絵本）みやにしたつや作・絵金の星社 児童読み物 11/12

152 つちをほらなくなったスチームショベル ジョージ・ウォルターズ作・ロジャー・デュボアザン絵好学社 児童読み物 12/上

153 まめとすみとわら せなけいこ作・絵廣済堂あかつき児童読み物 11/30

154 転校生は忍者？！ （ こころのつばさシリーズ）もとしたいづみ作・田中六大絵佼成出版社 児童読み物 11/19

155 オリンピックのおばけずかん　ビヨヨンぼう（ どうわがいっぱい）斉藤洋作・宮本えつよし絵講談社 児童読み物 11/16

156 サラとピンキー　サンタの国へ行く（ わくわくライブラリー）富安陽子作・絵講談社 児童読み物 11/27

157 図工室の日曜日　おいしい話に気をつけろ（ わくわくライブラリー）村上しいこ作・田中六大絵講談社 児童読み物 11/14

158 ぼくの、ミギ （ わくわくライブラリー）戸森しるこ作・アンマサコ絵講談社 児童読み物 11/12

159 トンネルの向こうに マイケル・モーパーゴ作・杉田七重訳小学館 児童読み物 11/16

160 まぼろし　えほん （ ひまわりえほんシリーズ）井上洋介作・絵鈴木出版 児童読み物 11/12
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161 おばあちゃんのわすれもの 森山京作・１００％ＯＲＡＮＧＥ絵のら書店 児童読み物 11/中

162 それしかないわけないでしょう （ ＭＯＥのえほん ）ヨシタケシンスケ作・絵白泉社 児童読み物 11/2

163 野生のロボット （ 世界傑作童話シリーズ）ピーター・ブラウン作・絵・前沢明枝訳福音館書店 児童読み物 11/14

164 オーロラの国の子どもたち （ 世界傑作絵本シリーズ）イングリ・パーリン・ドーレア作・エドガー・パーリン・ドーレア作・かみじょうゆみこ訳福音館書店 児童読み物 11/14

165 魔女が相棒？　ねぐせのヤマネ姫 柏葉幸子作・長田恵子絵理論社 児童読み物 11/15

166 みけねえちゃんに　いうてみな 村上しいこ著・くまくら珠美絵理論社 児童読み物 11/15

167 ひろって調べる　落ち葉のずかん（ 調べる学習百科 ）安田守写真・文　中川重年監修岩崎書店 児童ノンフィクション11/26

168 決定版　夢を育てるみんなの仕事３００ 講談社編 講談社 児童ノンフィクション11/28

169 ビジュアル地球探検図鑑　おどろくべき大地の姿とメカニズム田近英一日本語版監修ポプラ社 児童ノンフィクション11/21

170 きみは宇宙飛行士！　宇宙食・宇宙のトイレまるごとハンドブックロウイー・ストーウェル文・竹内薫監訳・竹内さなみ訳偕成社 児童ノンフィクション11/15

171 花・木の実・藍・野菜・葉っぱのかんたん染めもの 春田香歩著 偕成社 児童ノンフィクション11/6

172 みずとは　なんじゃ？ かこさとし作・鈴木まもる絵小峰書店 児童ノンフィクション11/8

173 はじめての子ども手話 谷千春監修 主婦の友社 児童ノンフィクション11/14

174 知ってる？郵便のおもしろい歴史 郵政博物館編著少年写真新聞社児童ノンフィクション11/27

175 保存食の大研究 （ 楽しい調べ学習シリーズ）小清水正美監修・中居惠子著ＰＨＰ研究所児童ノンフィクション11/16

176 ダニ（仮） （ ふしぎいっぱい写真絵本）皆越ようせい写真・文ポプラ社 児童ノンフィクション11/7

177 ナニュークたちの星座 雪舟えま文・カシワイ絵アリス館 ヤングアダルト11/9

178 星の旅人（仮）　伊能忠敬と伝説の海魚 小前亮作 小峰書店 ヤングアダルト12/上

179 僕たちは、宇宙のことぜんぜんわからない ジョージ・チャム著・ダニエル・ホワイトソン著・水谷淳訳ダイヤモンド社ヤングアダルト11/7

180 青影神話 （ ＴＥＥＮＳ’　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ）名木田恵子著 ポプラ社 ヤングアダルト11/7

181 アポロンと５つの神託２　闇の予言 リック・リオーダン作・金原瑞人訳・小林みき訳ほるぷ出版 ヤングアダルト11/7

182 少年少女のためのミステリー超入門 芦辺拓著 岩崎書店 ヤングアダルト11/8

183 ぼくたちは幽霊じゃない （ ＳＴＡＭＰ　ＢＯＯＫＳ）ファブリツィオ・ガッティ作・関口英子訳岩波書店 ヤングアダルト11/22

184 たまねぎとはちみつ 瀧羽麻子著・今日マチ子絵偕成社 ヤングアダルト11/30

185 わたしは１３歳、シリア難民。故郷は戦場になった 国境なき子どもたち（ＫｎＫ）編・佐々木恵子著・清水匡著・福神遥ほか著 合同出版 ヤングアダルト11/下

186 １０代からの社会学図鑑 クリス・ユール著・クリストファー・ソープ著・ミーガン・トッド監修・田中真知訳三省堂 ヤングアダルト11/22

187 アンネのこと、すべて アンネ・フランク・ハウス編・小林エリカ訳ポプラ社 ヤングアダルト11/21

188 この川のむこうに君がいる 濱野京子著 理論社 ヤングアダルト11/15


