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1 〈女流〉放談　昭和を生きた女性作家たち イルメラ・日地谷＝キルシュネライト編岩波書店 日本文芸書 12/21

2 女警 古野まほろ著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 12/25

3 人外サーカス 小林泰三著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 12/19

4 酔象の流儀　朝倉盛衰記 赤神諒著 講談社 日本文芸書 12/18

5 早朝始発の殺風景 青崎有吾著 集英社 日本文芸書 12/27

6 蟻の棲み家 望月諒子著 新潮社 日本文芸書 12/19

7 月まで三キロ 伊与原新著 新潮社 日本文芸書 12/19

8 麒麟児 冲方丁著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 12/19

9 ゴールデン街・コーリング 馳星周著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 12/25

10 水曜日の手紙 森沢明夫著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 12/5

11 テレビ探偵 小路幸也著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 12/21

12 駄目な世代 酒井順子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 12/13

13 カムパネルラ版　銀河鉄道の夜 長野まゆみ著 河出書房新社日本文芸書 12/13

14 羅針盤は壊れても 西村賢太著 講談社 日本文芸書 12/5

15 あなたの愛人の名前は 島本理生著 集英社 日本文芸書 12/12

16 本と鍵の季節 米澤穂信著 集英社 日本文芸書 12/12

17 悲願花 下村敦史著 小学館 日本文芸書 12/11

18 この地上において私たちを満足させるもの 乙川優三郎著 新潮社 日本文芸書 12/19

19 フランス座 ビートたけし著 文藝春秋 日本文芸書 12/10

20 私が食べた本 村田沙耶香著 朝日新聞出版日本文芸書 12/5

21 おとぎカンパニー 田丸雅智著 光文社 日本文芸書 12/12

22 東海道ふたり旅　道の文化史 池内紀著 春秋社 日本文芸書 12/27

23 紐結びの魔道師３　青炎の剣士 乾石智子著 東京創元社 日本文芸書 1/10

24 則天武后　上 塚本靑史著 日本経済新聞出版社日本文芸書 12/19

25 則天武后　下 塚本靑史著 日本経済新聞出版社日本文芸書 12/19

26 黒猫のいない夜のディストピア（仮） 森晶麿著 早川書房 日本文芸書 12/4

27 キンモクセイ 今野敏著 朝日新聞出版日本文芸書 12/5

28 聖者が町にやってきた 宇佐美まこと著 幻冬舎 日本文芸書 12/4

29 神のダイスを見上げて 知念実希人著 光文社 日本文芸書 12/12

30 光まで５分 桜木紫乃著 光文社 日本文芸書 12/12

31 平場の月（仮） 朝倉かすみ著 光文社 日本文芸書 12/12

32 作りかけの明日 三崎亜記著 祥伝社 日本文芸書 12/10

33 作家のおしごと 五木寛之著 東京堂出版 日本文芸書 1/中

34 残心 鏑木蓮著 徳間書店 日本文芸書 12/7

35 私に付け足されるもの 長嶋有著 徳間書店 日本文芸書 12/17

36 姫君の賦　千姫流流 玉岡かおる著 ＰＨＰ研究所日本文芸書 12/14

37 コヨーテの翼 五十嵐貴久著 双葉社 日本文芸書 12/18

38 珠玉 彩瀬まる著 双葉社 日本文芸書 12/18

39 ばけばけ 那須正幹著 ポプラ社 日本文芸書 12/6
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40 なにもない ※第１回ナダル賞受賞作品カルメン・ラフォット著/木村裕美訳河出書房新社外国文芸書 12/18

41 おやすみの歌が消えて リアノン・ネイヴィン著/越前敏弥訳集英社 外国文芸書 12/27

42 ８２年生まれのキム・ジヨン ※第41回若い作家賞受賞作品チョ・ナムジュ著/斎藤真理子訳筑摩書房 外国文芸書 12/6

43 大統領失踪　上 ビル・クリントン著/ジェイムズ・パタースン著/越前敏弥・久野郁子訳早川書房 外国文芸書 12/5

44 大統領失踪　下 ビル・クリントン著/ジェイムズ・パタースン著/越前敏弥・久野郁子訳早川書房 外国文芸書 12/5

45 すべての白いものたちへ ハン・ガン著/斎藤真理子訳河出書房新社外国文芸書 12/18

46 ミッテランの帽子 ( 新潮クレスト・ブックス／ランデルノー賞、ルレ・デ・ヴォワイヤジュール賞受賞作品) アントワーヌ・ローラン著/吉田洋之訳新潮社 外国文芸書 12/21

47 言葉人形 ( 海外文学セレクション) ジェフリー・フォード著/谷垣暁美訳東京創元社 外国文芸書 1/上

48 クロストーク ( 新☆ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ) コニー・ウィリス著/大森望訳早川書房 外国文芸書 12/19

49 何があってもおかしくない エリザベス・ストラウト著/小川高義訳早川書房 外国文芸書 12/4

50 ブルーバード、ブルーバード ( ハヤカワ ポケミス／２０１８年エドガー賞最優秀賞・アンソニー賞受賞作品) アッティカ・ロック著/高山真由美訳早川書房 外国文芸書 12/4

51 （続）特派員直伝　とらべる英会話 読売新聞国際部＆Ｔｈｅ Ｊａｐａｎ Ｎｅｗｓ著研究社 くらしの実用書12/14

52 チョコレートのお菓子　ずっとつくり続けたい２７のレシピ坂田阿希子著 翔泳社 くらしの実用書1/上

53 ちょっと不調を感じたときのスープとドリンク 石澤清美著 誠文堂新光社くらしの実用書12/6

54 かわいいねりきり 桔梗有香子著 日東書院本社くらしの実用書11/29

55 基本が身につく　書道の教科書 青山浩之著 池田書店 くらしの実用書12/19

56 家中スッキリ片づく！　「つっぱり棒」の便利ワザ竹内香予子著 青春出版社 くらしの実用書12/20

57 結婚する子どものために親がすること、できること岡村奈奈著 日本文芸社 くらしの実用書12/3

58 白崎裕子の料理とおやつ　うかたま連載５年分！ 白崎裕子著 農山漁村文化協会くらしの実用書12/5

59 ６０代から楽しくはじめる「株」１年生 櫻井英明著 明日香出版社ビジネス・くらしの経済12/12

60 敏感すぎる人の「仕事の不安」がなくなる本　　　　　　　　　　　　　　　あなたらしさを仕事に活かすヒント美崎珠莉著 秀和システムビジネス・くらしの経済12/25

61 経費で落ちる領収書大全 石渡晃子著 ナツメ社 ビジネス・くらしの経済12/14

62 だれでもカンタンにできる資産運用のはじめ方 まがいまさこ著 ナツメ社 ビジネス・くらしの経済12/13

63 職場復帰を支え、再休職を防ぐ　うつ病「リワークプログラム」五十嵐良雄著 日経ＢＰマーケティングビジネス・くらしの経済12/12

64 片づかない家よサラバ！　成功する収納術 水越美枝子監修 エクスナレッジすまい・住宅・建築12/20

65 野菜がおいしく育つ 肥料の与え方( 学研趣味の菜園) 野菜だより編集部編学研プラス すまい・住宅・建築12/10

66 狭い部屋を楽しむ　片づけのルール 高野ひかる監修 ナツメ社 すまい・住宅・建築12/11

67 図解　誰でもできる石積み入門 真田純子著 農山漁村文化協会すまい・住宅・建築12/下

68 みんなのストレッチ　永久保存版　膝・腰・肩　しつこい痛みから解放されるフィジカルトレーナー協会監修/中野ジェームズ修一監修講談社 健康と家庭の医学12/12

69 よくわかる　女性のアスペルガー症候群( こころのクスリＢＯＯＫＳ) 司馬理英子著 主婦の友社 健康と家庭の医学12/10

70 女性のための「検査」がわかる本 小橋隆一郎著 主婦の友社 健康と家庭の医学12/6

71 １００歳まで自分の足で歩ける　ひざ年齢若返りメソッド磐田振一郎著 辰巳出版 健康と家庭の医学12/14

72 思春期からの子ども虐待予防教育 森岡満恵著 明石書店 教育と福祉 12/10

73 心と体がのびのび育つ　０～２歳児のあそび図鑑波多野名奈監修 池田書店 教育と福祉 12/14

74 イラストでわかる　子どもの場面緘黙サポートガイド金原洋治著/高木潤野著合同出版 教育と福祉 12/17

75 かしこい子どもに育つ！「育脳離乳食」 小山浩子著 小学館 教育と福祉 12/14

76 １歳半～５歳　子どもと食べたい作りおきおかず中村美穂著 世界文化社 教育と福祉 12/5

77 Ｑ＆Ａ　改正相続法の実務 東京弁護士会法友会編著ぎょうせい くらしの法律12/中

78 ねこの法律とお金（仮） 渋谷寛監修 廣済堂出版 くらしの法律12/7
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79 地図でみるアイヌの歴史　縄文から現代までの１万年史平山裕人著 明石書店 歴史と紀行 12/中

80 昆虫考古学 小畑弘己著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ歴史と紀行 12/19

81 「古今和歌集」の創造力　千年の美意識に迫る 鈴木宏子著 ＮＨＫ出版 日本の文化 12/19

82 幕末明治の遊び絵の世界 河出書房新社編集部編河出書房新社日本の文化 12/18

83 江戸の古本屋 橋口侯之介著 平凡社 日本の文化 12/14

84 事典　古代の祭祀と年中行事 岡田荘司編 吉川弘文館 日本の文化 12/下

85 白川静さんに学ぶ　これが日本語 小山鉄郎著 論創社 日本の文化 12/

86 ロブスターの歴史 ( 「食」の図書館) エリザベス・タウンセンド著/元村まゆ訳原書房 世界の文化 12/14

87 シングル単位思考法でわかる　デートＤＶ予防学伊田広行編著 かもがわ出版現代社会 12/14

88 西洋近代の終焉　移民、アイデンティティ、イスラムダグラス・マ 東洋経済新報社現代社会 12/13

89 地図で見るインドハンドブック イザベル・サン＝メザール編/太田佐絵子訳原書房 現代社会 12/14

90 ドキュメント　候補者たちの闘争　選挙とカネと政党井戸まさえ著 岩波書店 現代社会 12/13

91 自治体の台所事情　財政が厳しいってどういうこと？今村寛著 ぎょうせい 現代社会 12/中

92 病むからこそ、死があるからこそ、分かること、人と分かちあうことがある。いのちの値段　医療と費用を巡る５０の物語　　　　　　　　　　　　　　　　　読売新聞医療部「いのちの値段」取材班著 講談社 現代社会 12/4

93 地面師　他人の土地を売り飛ばす詐欺師たち 森功著 講談社 現代社会 12/4

94 スポーツまちづくりの教科書 松橋崇史編著/高岡敦史編著青弓社 現代社会 12/25

95 雇用ビッグデータが地方を変える 梅屋真一郎著 中央公論新社現代社会 12/6

96 生活保護と貧困対策 ( 有斐閣ストゥディア) 岩永理恵著/卯月由佳著有斐閣 現代社会 12/19

97 日本の国石「ひすい」　バラエティに富んだ鉱物の国日本鉱物学会監修/土山明編著成山堂書店 サイエンス 12/中

98 生命科学の未来　がん免疫治療と獲得免疫 本庶佑著 藤原書店 サイエンス 12/5

99 図解よくわかる　屋内測位と位置情報 西尾信彦著 日刊工業新聞社テクノロジー 12/19

100 トコトンやさしい紙と印刷の本( 今日からモノ知りシリーズ) 前田秀一著 日刊工業新聞社テクノロジー 12/19

101 トコトンやさしいボイラーの本( 今日からモノ知りシリーズ) 日本ボイラ協会監修/安田克彦著/指宿宏文著日刊工業新聞社テクノロジー 12/26

102 もっと音楽が好きになる　上達の基本　オーボエ大島弥州夫著 音楽之友社 芸術・スポーツ1/10

103 もっと音楽が好きになる　上達の基本　ホルン 福川伸陽著 音楽之友社 芸術・スポーツ1/10

104 もっと音楽が好きになる　上達の基本　トロンボーン 音楽之友社 芸術・スポーツ1/10

105 もっと音楽が好きになる　上達の基本　パーカッション冨田篤著 音楽之友社 芸術・スポーツ1/10

106 そうだ！音楽教室へ行こう！ 大内孝夫著 音楽之友社 芸術・スポーツ12/中

107 １２色で描ける　はじめての日本画教室 安原成美著 グラフィック社芸術・スポーツ12/28

108 観戦力が高まる！ フィギュアスケート「美」のツボ今井遥著 誠文堂新光社芸術・スポーツ12/10

109 ビジュアル版　世界の名門バレエ団 渡辺真弓著 世界文化社 芸術・スポーツ12/12

110 金メダリスト瀧本誠が教える　柔道観戦完全マニュアル瀧本誠著 ベースボール・マガジン社芸術・スポーツ12/14

111 謎とき『風と共に去りぬ』 矛盾と葛藤にみちた世界文学( 新潮選書 ) 鴻巣友季子著 新潮社 ライブラリアン12/21

112 いいね！ 筒井ともみ作/ヨシタケシンスケ絵あすなろ書房児童読み物 12/3

113 くろグミ団は名探偵　消えた楽譜 ユリアン・プレス作・絵/大社玲子訳岩波書店 児童読み物 12/7

114 だーるまさんだーるまさん おおなり修司文/きむらよしお絵絵本館 児童読み物 12/18

115 ねこのオーランド　たのしい日々 キャスリーン・ヘイル作・絵/小宮由訳好学社 児童読み物 12/14

116 おとのさま、ほいくしさんになる( おはなしみーつけた！シリーズ) 中川ひろたか作/田中六大絵佼成出版社 児童読み物 12/4

117 ハニーのためにできること 楠章子作/松成真理子絵童心社 児童読み物 12/19
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118 お正月 ( 桂文我のでっち絵本) 桂文我文/国松エリカ絵ＢＬ出版 児童読み物 12/10

119 わたしのおじさんのロバ ※２０１１年オーストラリア児童図書賞絵本部門オナー賞受賞作品トビー・リドル作・絵/村上春樹訳あすなろ書房児童読み物 12/3

120 カイとティム　よるのぼうけん 石井睦美文/ささめやゆき絵アリス館 児童読み物 12/21

121 たぬきのおもち ( こどものくに傑作絵本) せなけいこ作・絵金の星社 児童読み物 12/10

122 とろ　とっと 内田麟太郎文/西村繁男絵くもん出版 児童読み物 12/4

123 昨日のぼくのパーツ 吉野万理子著 講談社 児童読み物 12/3

124 パンダ　ぼくのなまえはユウユウ( どうぶつのかぞくシリーズ) 小手鞠るい作/サ 講談社 児童読み物 12/5

125 ペンギン　はらぺこペンギンのぼうけん( どうぶつのかぞくシリーズ　) 吉野万理子作/松成真理子絵/今泉忠明監修講談社 児童読み物 12/17

126 ゆかいな床井くん 戸森しるこ著/早川世詩男絵講談社 児童読み物 12/17

127 おおかみのおなかのなかで マック・バーネット文/ジョン・クラッセン絵/なかがわちひろ訳徳間書店 児童読み物 12/11

128 ムーミントロールと氷のおまつり( ムーミンのおはなしえほん) トーベ＆ラルス・ヤンソン原作・絵/当麻ゆか訳徳間書店 児童読み物 12/11

129 ダム　この美しいすべてのものたちへ( 児童図書館・絵本の部屋) デイヴィッド・アーモンド文/レーヴィ・ピンフォールド絵評論社 児童読み物 12/上

130 お正月がやってくる ( ポプラ社の絵本) 秋山とも子作・絵ポプラ社 児童読み物 12/12

131 おしっこ＂小＂百科（仮） ヤクブ・プラヒー著/阿部賢一訳河出書房新社児童ノンフィクション12/10

132 金栗四三（カナクリシソウ） ( オリンピック・パラリンピックにつくした人びと　全６巻２配) 佐野慎輔文/大野益弘文/しちみ楼絵小峰書店 児童ノンフィクション12/下

133 昭和のお店屋さん 藤川智子著 ほるぷ出版 児童ノンフィクション12/17

134 歯のえほん エドワード・ミラー作/千葉茂樹訳光村教育図書児童ノンフィクション12/21

135 核兵器はこうしてつくられた ( ビジュアルこんなに恐ろしい核兵器１　全２巻) 鈴木達治郎著/光岡華子著ゆまに書房 児童ノンフィクション12/14

136 そらのうえのそうでんせん 鎌田歩作・絵 アリス館 児童ノンフィクション12/21

137 火星を知る！ ( 調べる学習百科) 三品隆司文/吉川真監修岩崎書店 児童ノンフィクション12/26

138 クジラのおなかからプラスチック 保坂直紀編著 旬報社 児童ノンフィクション12/7

139 「いたいっ！」が　うんだ　大発明　ばんそうこう　たんじょう　ものがたりバリー・ウィッテンシュタイン文/クリス・スー絵/こだまともこ訳光村教育図書児童ノンフィクション12/21

140 むこう岸 安田夏菜著 講談社 ヤングアダルト12/4

141 図解　はじめて学ぶ　みんなの政治 アレックス・フリス著/浜崎絵梨訳/国分良成監修晶文社 ヤングアダルト1/15

142 火狩りの王　１　春ノ火 日向理恵子作/山田章博絵ほるぷ出版 ヤングアダルト12/19

143 願いごとの樹 キャサリン・アップルゲイト作/尾高薫訳偕成社 ヤングアダルト12/4

144 ジュリアが糸をつむいだ日 リンダ・スー・パーク作/いちかわなつこ絵/ないとうふみこ訳徳間書店 ヤングアダルト12/11

145 宇宙飛行士に聞いてみた！ ティム・ピーク著/柳川孝二監修日本文芸社 ヤングアダルト12/13

146 国谷裕子と考えるＳＤＧｓがわかる本（仮） 中西哲生監修 文溪堂 ヤングアダルト1/上

147 ことばハンター　国語辞典はこうつくる( ポプラ社ノンフィクション) 飯間浩明著 ポプラ社 ヤングアダルト1/

148 トリガー ( ｔｅｅｎｓ’ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ) いとうみく著 ポプラ社 ヤングアダルト12/3

149 脱・呪縛 ( 世界をカエル　１０代からの羅針盤) 鎌田實著/こやまこいこ絵理論社 ヤングアダルト12/14


