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1 震える天秤 染井為人著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 8/28

2 黙秘犯 翔田寛著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 8/27

3 私は幽霊を見ない 藤野可織著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 8/28

4 電気じかけのクジラは歌う 逸木裕著 講談社 日本文芸書 8/6

5 至誠の残滓 矢野隆著 集英社 日本文芸書 8/22

6 土に贖う 河﨑秋子著 集英社 日本文芸書 9/3

7 ナポレオン　２　野望篇 ( 全３巻 ) 佐藤賢一著 集英社 日本文芸書 9/3

8 熱源 川越宗一著 文藝春秋 日本文芸書 8/21

9 昭和天皇の声 中路啓太著 文藝春秋 日本文芸書 8/6

10 トリガー　上 真山仁著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 8/28

11 トリガー　下 真山仁著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 8/28

12 森があふれる 彩瀬まる著 河出書房新社 日本文芸書 8/6

13 三匹の子豚 真梨幸子著 講談社 日本文芸書 8/27

14 百舌落とし ( 百舌シリーズ完結 ) 逢坂剛著 集英社 日本文芸書 8/22

15 命あれば 瀬戸内寂聴著 新潮社 日本文芸書 8/27

16 欺す衆生 月村了衛著 新潮社 日本文芸書 8/27

17 罪の轍 奥田英朗著 新潮社 日本文芸書 8/20

18 銀座の紙ひこうき はらだみずき著 中央公論新社 日本文芸書 8/19

19 カインは言わなかった 芦沢央著 文藝春秋 日本文芸書 8/26

20 センス・オブ・シェイム　恥の感覚 酒井順子著 文藝春秋 日本文芸書 8/5

21 飛雲のごとく あさのあつこ著 文藝春秋 日本文芸書 8/21

22 盲剣楼奇譚 島田荘司著 文藝春秋 日本文芸書 8/26

23 虹にすわる 瀧羽麻子著 幻冬舎 日本文芸書 8/8

24 世話を焼かない四人の女 麻宮ゆり子著 光文社 日本文芸書 8/20

25 ブルシャーク 雪富千晶紀著 光文社 日本文芸書 8/20

26 マラソンサバイバル 蓮見恭子著 光文社 日本文芸書 8/20

27 Ｒのつく月には気をつけよう　賢者のグラス 石持浅海著 祥伝社 日本文芸書 8/7

28 無実の君が裁かれる理由 友井羊著 祥伝社 日本文芸書 8/7

29 流星のソード　名探偵・浅見光彦ｖｓ．天才・天地龍之介 柄刀一著 祥伝社 日本文芸書 8/7

30 ボッティチェッリの裏庭 梶村啓二著 筑摩書房 日本文芸書 8/29

31 先をゆくもの達 神林長平著 早川書房 日本文芸書 8/19

32 犯人に告ぐ　３　紅の影 雫井脩介著 双葉社 日本文芸書 8/20

33 老父よ、帰れ 久坂部羊著 朝日新聞出版 日本文芸書 8/5

34 落日 湊かなえ著 角川春樹事務所 日本文芸書 8/30

35 ２０　ＣＯＮＴＡＣＴＳ　消えない星々との短い接触 原田マハ著 幻冬舎 日本文芸書 8/8

36 神奈川宿　雷屋（イカズチヤ） 中島要著 光文社 日本文芸書 8/20

37 戦国十二刻　はじまりのとき 木下昌輝著 光文社 日本文芸書 8/20

38 腸詰小僧 曽根圭介著 光文社 日本文芸書 8/20

39 伊勢佐木町探偵ブルース 東川篤哉著 祥伝社 日本文芸書 8/7

40 地先（チサキ） 乙川優三郎著 徳間書店 日本文芸書 8/7

41 万波を翔る 木内昇著 日本経済新聞出版社日本文芸書 8/23

42 穴掘り 本城雅人著 双葉社 日本文芸書 8/20

43 落花狼藉 朝井まかて著 双葉社 日本文芸書 8/20

44 最後の兄弟 ナタシャ・アパナー著/藤沢満子訳/石上健二訳河出書房新社 外国文芸書 8/2

45 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 8/22

46 戦下の淡き光 マイケル・オンダーチェ著/田栗美奈子訳作品社 外国文芸書 8/下

47 終わりなき探求 パール・バック著/戸田章子訳国書刊行会 外国文芸書 9/上

48 マイ・ストーリー ミシェル・オバマ著/長尾莉紗訳/柴田さとみ訳集英社 外国文芸書 8/21
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49 わたしのいるところ ( 新潮クレスト・ブックス) ジュンパ・ラヒリ著/中嶋浩郎訳新潮社 外国文芸書 8/23

50 厳寒の町 アーナルデュル・インドリダソン著/柳沢由実子訳東京創元社 外国文芸書 8/20

51 レス ※ ２０１８年ピュリッツアー賞受賞作品アンドリュー・シーン・グリア著/上岡伸雄訳早川書房 外国文芸書 8/19

52 アウシュヴィッツのタトゥー係（仮） ヘザー・モリス著/金原瑞人訳/笹山裕子訳双葉社 外国文芸書 8/28

53 イヴリン嬢は七回殺される ※ コスタ賞最優秀新人賞受賞作品スチュアート・タートン著/三角和代訳文藝春秋 外国文芸書 8/7

54 生木で暮らしの道具を作る　グリーンウッドワーク 久津輪雅著 学研プラス くらしの実用書 8/27

55 こんがり偏愛レシピ　焼き目がごちそう！香ばしさが調味料！！市瀬悦子著 グラフィック社 くらしの実用書 9/5

56 ＨＯＷ　ＴＯ　ＫＩＣＫＳ　ＲＥＰＡＩＲ　スニーカーリペアブックＣＵＳＴＯＭＩＺＥ/ＫＩＣＫＳ/ＭＡＧＡＺＩＮＥ編集部編著グラフィック社 くらしの実用書 8/8

57 きほんの糸紡ぎ　スピンドルをくるくる回して羊毛を紡ぐ 緒方伶香著 誠文堂新光社 くらしの実用書 8/1

58 空き家に困ったら最初に読む本 牧野寿和監修 河出書房新社 くらしの実用書 8/6

59 大人のあか抜けひとつ結び ＧＡＲＤＥＮ監修 主婦の友社 くらしの実用書 8/5

60 手順３つで、しっかりおいしい　毎日のシニアごはん 横山タカ子料理/高田和子監修主婦の友社 くらしの実用書 8/7

61 どんな災害でもお金とくらしを守る 清水香著 小学館 くらしの実用書 8/23

62 がまぐちの型紙の本 越膳夕香著 日本ヴォーグ社 くらしの実用書 8/8

63 警視庁災害対策課ツイッター　防災ヒント１１０ 日本経済新聞出版社編/警視庁取材協力日本経済新聞出版社くらしの実用書 8/9

64 発表会の手作りコスチューム ( 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 8/26

65 これ１冊でできるわかる　プライバシーマーク　やるべきこと、気をつけることＩＳＯ研究所著/古江一樹監修あさ出版 ビジネス・くらしの経済8/25

66 「複業」のはじめ方 会社を辞めずに、“好き”“得意”で稼ぐ！( ＤＯ　ＢＯＯＫＳ ) 藤木俊明編著 同文舘出版 ビジネス・くらしの経済8/上

67 日本の消費者は何を考えているのか？ 二極化時代のマーケティング松下東子著/林裕之著/日戸浩之著東洋経済新報社 ビジネス・くらしの経済8/22

68 ５０歳から始める！老後のお金の不安がなくなる本 竹川美奈子著 日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済8/9

69 予算内でかしこく建てる　お金のかけ方・おさえ方 エクスナレッジ すまい・住宅・建築8/25

70 高速ジャンクション＆橋梁の鑑賞法( Ｔｈｅ　Ｎｅｗ　Ｆｉｆｔｉｅｓ) 首都高速道路監修/阪神高速道路ほか監修講談社 すまい・住宅・建築8/6

71 農家が教える　野菜の発芽・育苗　コツと裏ワザ 農文協編 農山漁村文化協会すまい・住宅・建築8/21

72 聞こえているのに聞き取れない　(    ＡＰＤ【聴覚情報処理障害】がラクになる本（仮）) 平野浩二著 あさ出版 健康と家庭の医学 8/23

73 「この中にお医者さんいますか？」に皮膚科医は・・・心にしみる皮膚の話大塚篤司著 朝日新聞出版 健康と家庭の医学 8/16

74 もの忘れ・認知症が心配になったら読む本 広川慶裕監修 池田書店 健康と家庭の医学 8/7

75 老筋トレ 枝光聖人著 法研 健康と家庭の医学 8/8

76 学校を長期欠席する子どもの歴史 学校教育と児童福祉の連携を考える保坂亨著 明石書店 教育と福祉 8/上

77 障害者の舞台芸術鑑賞サービス入門 人と社会をデザインでつなぐ南部充央著 ＮＴＴ出版 教育と福祉 8/28

78 摂食障害の子どもたち 家庭・学校・医療のチームで支える 髙宮靜男著 合同出版 教育と福祉 8/下

79 子どもが発達障害といわれたら 幼児期から大人になるまでのＱ＆Ａ中田洋二郎監修/猿渡知子編/楯雅博編中央法規出版 教育と福祉 8/23

80 手話通訳者になろう 木村晴美著/岡典栄著 白水社 教育と福祉 8/26

81 親子で！おうちで！さくっとできる！超簡単 音感あそび 井上明美著 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス教育と福祉 8/23

82 インデックスでスラスラひける！　改正債権法・相続法 福原竜一編著/半澤斉編著/枝廣恭子編著/木村真理子ほか編著ぎょうせい くらしの法律 8/下

83 今こそ使おう「定期」借家契約　空家も民泊も…知らないなんてもったいない！島武男監修/定期借家研究会編中央経済社 くらしの法律 8/19

84 南の島のよくカニ食う旧石器人 ( 岩波科学ライブラリー) 藤田祐樹著 岩波書店 歴史と紀行 8/23

85 紙幣の日本史　お札の肖像から探る意外な真相 加来耕三著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ歴史と紀行 8/29

86 一冊でわかるイギリス史 ( 世界と日本がわかる　国ぐにの歴史) 小林照夫著 河出書房新社 歴史と紀行 8/22

87 人口で読む世界史 ポール・モーランド著/渡会圭子訳文藝春秋 歴史と紀行 8/29

88 ６０歳からのひとり旅　鉄道旅行術 松本典久著 山と溪谷社 歴史と紀行 8/9

89 精進料理のこころ 吉村昇洋著 春秋社 日本の文化 8/下

90 恋も仕事も日常も　和歌と暮らした日本人 浅田徹著 淡交社 日本の文化 8/29

91 消えた山人（ヤマビト）　昭和の伝統マタギ 千葉克介著 農山漁村文化協会日本の文化 8/8

92 まるごとわかる　タマゴ読本 渡邊乾二著 農山漁村文化協会日本の文化 8/29

93 日本の伝統楽器　知られざるルーツとその魅力( シリーズ・ニッポン再発見) 若林忠宏著 ミネルヴァ書房 日本の文化 8/9
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94 紅茶の帝国　世界を征服したアジアの葉

マークマン・エリス著/

リチャード・コールトン

著/マシュー・メー

ジャー著/越朋彦訳

研究社 世界の文化 8/22

95 ダンプリングの歴史 ( 「食」の図書館 ) バーバラ・ギャラニ著/池本尚美訳原書房 世界の文化 8/22

96 概説ＧＤＰＲ 世界を揺るがす個人情報保護制度 小向太郎著/石井夏生利著 ＮＴＴ出版 現代社会 8/29

97 消えゆく砂浜を守る 海岸防災をめぐる波との闘い

コーネリア・ディーン著

/林裕美子訳/宮下純訳/

堀内宜子訳

地人書館 現代社会

98 ロヒンギャ問題とは何か　難民になれない難民 日下部尚徳編著/石川和雅編著明石書店 現代社会

99 超高齢社会のリアル　健康長寿の本質を探る 鈴木隆雄著 大修館書店 現代社会 9/5

100 孤絶　家族内事件 読売新聞社会部著 中央公論新社 現代社会

101 カスハラ　モンスター化する「お客様」たち ＮＨＫクローズアップ現代編著文藝春秋 現代社会

102 クモの奇妙な世界　その姿・行動・能力のすべて 馬場友希著 家の光協会 サイエンス 8/28

103 時間は存在しない カルロ・ロヴェッリ著/冨永星訳ＮＨＫ出版 サイエンス 8/26

104 菌は語る　ミクロの開拓者たちの生きざまと知性 星野保著 春秋社 サイエンス 8/9

105 もの忘れと記憶の科学 ( おもしろサイエンス ) 田中冨久子監修/五日市哲雄著日刊工業新聞社 サイエンス 8/27

106 人類は噛んで進化した　歯と食性の謎を巡る古人類学の発見 ピーター・Ｓ・アンガー著/河合信和訳原書房 サイエンス 8/22

107 恐竜の世界史　負け犬が覇者となり、絶滅するまで スティーブ・ブルサッテ著/黒川耕大訳/土屋健監修みすず書房 サイエンス 8/8

108 今の空から天気を予想できる本 武田康男著 緑書房 サイエンス 8/2

109 あなたは嫌いかもしれないど、とってもおもしろい蚊の話 三條場千寿著/比嘉由紀子著/沢辺京子著山と溪谷社 テクノロジー 8/22

110 無料で作る・書きこむ・変換する！仕事で役立つ　ＰＤＦ完全マニュアル桑名由美著 秀和システム テクノロジー 8/23

111 わかる！使える！ばね入門 基礎知識、設計・選定、勘どころ 日本ばね学会著 日刊工業新聞社 テクノロジー 8/29

112 精密への果てなき道 シリンダーからナノメートルＥＵＶチップへサイモン・ウィンチェスター著/梶山あゆみ訳早川書房 テクノロジー 8/20

113 世界チャンピオンの紙飛行機ブック ジョン・Ｍ・コリンズ著/久保田晃弘監訳/金井哲夫訳オーム社 芸術・スポーツ 8/8

114 囲碁　打ち方の教科書 高尾紳路監修 池田書店 芸術・スポーツ 8/7

115 もっと知りたい岸田劉生　生涯と作品 蔵屋美香著 東京美術 芸術・スポーツ 8/31

116 角野栄子　エブリデイ・マジック( コロナ・ブックス ) 角野栄子著 平凡社 ライブラリアン 8/9

117 シャイローと歩く秋

フィリス・レイノルズ・

ネイラー著/岡本順絵/さ

くまゆみこ訳

あすなろ書房 児童読み物 8/下

118 あなあなはてな はらぺこめがね作・絵 アリス館 児童読み物 8/下

119 かわにくまがおっこちた

リチャード・Ｔ・モリス

作/レウィン・ファム絵/

木坂涼訳

岩崎書店 児童読み物 8/8

120 おばあちゃん、ぼくに できること ある？ ジェシカ・シェパード作/おびかゆうこ訳偕成社 児童読み物 9/3

121 うんがよくなりますように　おとうとうさぎ！ ヨンナ・ビョルンシェーナ文・絵/ヘレンハルメ美穂訳クレヨンハウス 児童読み物 8/23

122 たまごにいちゃんと　たまごじいさん( ひまわりえほんシリーズ) あきやまただし作・絵 鈴木出版 児童読み物 8/27

123 どっち？ まつおかたつひで作 ハッピーオウル社児童読み物 8/1

124 秘密に満ちた魔石館 廣嶋玲子作/佐竹美保絵 ＰＨＰ研究所 児童読み物 8/9

125 こねこをひろったけどそだててみたら… 新井洋行作 ＢＬ出版 児童読み物 9/5

126 ゾウ ジェニ・デズモンド作/福本由紀子訳ＢＬ出版 児童読み物 9/上

127 だいすきな先生へ ( 児童図書館・絵本の部屋) デボラ・ホプキンソン文/ナンシー・カーペンター絵評論社 児童読み物 8/27

128 じゃない！ チョーヒカル作 フレーベル館 児童読み物 8/8

129 ウォッシュバーンさんがいえからでない１３のりゆう 中川ひろたか作/高畠那生絵文溪堂 児童読み物 9/上

130 あやしいぶたのたね 佐々木マキ作・絵 絵本館 児童読み物 8/7

131 くるまがいっぱい！ リチャード・スキャリー作/木坂涼訳好学社 児童読み物 9/2

132 スノーウィとウッディ ロジャー・デュボアザン作/石津ちひろ訳好学社 児童読み物 8/8
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Ｎｏ．書名・シリーズ・受賞情報など 書名・シリーズ・受賞情報など 書名・シリーズ・受賞情報など

133 おおにしせんせい ( 講談社の創作絵本 ) 長谷川義史作 講談社 児童読み物 9/中

134 ふみきり　かんかんくん 斉藤洋作/武田美穂絵 講談社 児童読み物 8/8

135 水の絵本 ( 講談社の創作絵本 ) 長田弘作/荒井良二絵 講談社 児童読み物 8/8

136 いえでをした　てるてるぼうず にしまきかやこ作 こぐま社 児童読み物 8/20

137 昔はおれと同い年だった田中さんとの友情 椰月美智子作/早川世詩男絵小峰書店 児童読み物 8/下

138 ヤナギ通りのおばけやしき ルイス・スロボドキン作/小宮由訳瑞雲舎 児童読み物 8/8

139 カルメラのねがい ( 翻訳絵本シリーズ ) マット・デ・ラ・ペーニャ作/クリスチャン・ロビンソン絵/石津ちひろ訳鈴木出版 児童読み物 8/7

140 人形の家にすんでいたネズミ一家のおるすばん マイケル・ボンド文/エミリー・サットン絵/早川敦子訳徳間書店 児童読み物 8/7

141 ハヤクさん一家と　かしこいねこ マイケル・ローゼン作/トニー・ロス絵/ないとうふみこ訳徳間書店 児童読み物 8/21

142 しゅくだいかけっこ ( とっておきのどうわ ) 福田岩緒作・絵 ＰＨＰ研究所 児童読み物 8/6

143 ライオンになるには エド・ヴィアー作/きたむらさとし訳ＢＬ出版 児童読み物 8/30

144 グリドン　グリドン 宮西達也作・絵 ひかりのくに 児童読み物 9/中

145 おはよう　おやすみ　ぼくの　せかい

マーガレット・ワイズ・

ブラウン作/ローレン・

ロング絵/やまねもとよ

訳

評論社 児童読み物 8/26

146 ヤービの深い秋 ( 福音館創作童話シリーズ) 梨木香歩作/小沢さかえ画 福音館書店 児童読み物 8/28

147 やさしくわかるデジタル時代の著作権 １　基本編 山本光監著/松下孝太郎著 技術評論社 児童ノンフィクション8/6

148 やさしくわかるデジタル時代の著作権 ２　学校編 山本光監著/松下孝太郎著 技術評論社 児童ノンフィクション8/6

149 やさしくわかるデジタル時代の著作権 ３　生活編 山本光監著/松下孝太郎著 技術評論社 児童ノンフィクション8/6

150 ビジュアル入門　ラグビーがわかる本 ＤＫ社編著 東京書籍 児童ノンフィクション8/2

151 電気・ガスが止まったときに役立つレシピ( 「もしも」のときに役に立つ！　防災クッキング１　全３巻) 今泉マユ子著 フレーベル館 児童ノンフィクション8/28

152 ＮＨＫ　カガクノミカタ　１　観察してみよう ＮＨＫ「カガクノミカタ」制作班編/ヨシタケシンスケ絵ＮＨＫ出版 児童ノンフィクション8/9

153 ＮＨＫ　カガクノミカタ　２　予想してみよう ＮＨＫ「カガクノミカタ」制作班編/ヨシタケシンスケ絵ＮＨＫ出版 児童ノンフィクション8/9

154 ＮＨＫ　カガクノミカタ　３　実験してみよう ＮＨＫ「カガクノミカタ」制作班編/ヨシタケシンスケ絵ＮＨＫ出版 児童ノンフィクション8/9

155 こども六法 山崎聡一郎著/伊藤ハムスターイラスト弘文堂 児童ノンフィクション8/20

156 十四歳日和 ※ 講談社児童文学新人賞受賞作品水野瑠見著 講談社 ヤングアダルト 8/20

157 日本のパラリンピックを創った男　中村裕 鈴木款著 講談社 ヤングアダルト 8/5

158 思春期の心とからだ図鑑 ロバート・ウィンストン監修/名越康文監修三省堂 ヤングアダルト 8/23

159 農業高校へ行こう！ 全国農業高等学校長協会監修家の光協会 ヤングアダルト 8/19

160 飛ぶための百歩 ※ ２０１８年ストレーガチルドレン賞受賞作品ジュゼッペ・フェスタ作/杉本あり訳岩崎書店 ヤングアダルト 8/9

161 放課後の文章教室 小手鞠るい著/植田たてり絵偕成社 ヤングアダルト 8/1

162 折れない心を育てる　いのちの授業 小澤竹俊著 ＫＡＤＯＫＡＷＡヤングアダルト 8/21

163 スポーツと君たち　１０代のためのスポーツ教養 佐藤善人編著 大修館書店 ヤングアダルト 8/19

164 エレベーター ※ エドガー賞ＹＡ部門受賞作品ジェイソン・レナルズ著/青木千鶴訳早川書房 ヤングアダルト 8/19

165 空飛ぶくじら部 ( カラフルノベル ) 石川宏千花著 ＰＨＰ研究所 ヤングアダルト 8/9

166 きみの存在を意識する ( ｔｅｅｎｓ’　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ) 梨屋アリエ著 ポプラ社 ヤングアダルト 8/1


