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1 極上の罠をあなたに 深木章子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 9/26

2 頂上捜査 安東能明著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 9/20

3 絞首商會 ※ 第６０回メフィスト賞受賞作品夕木春央著 講談社 日本文芸書 9/17

4 法月綸太郎の消息 法月綸太郎著 講談社 日本文芸書 9/10

5 犯人選挙 深水黎一郎著 講談社 日本文芸書 9/17

6 未来形過去のデジャデュ 古野まほろ著 講談社 日本文芸書 10/中

7 ｍｅｄｉｕｍ　霊媒探偵 城塚翡翠 相沢沙呼著 講談社 日本文芸書 9/12

8 介護のうしろから「がん」が来た！ 篠田節子著 集英社 日本文芸書 10/2

9 ごめん。 加藤元著 集英社 日本文芸書 9/24

10 ベーシックインカム 井上真偽著 集英社 日本文芸書 10/2

11 ナポレオン　３　転落篇 ( 全３巻完結 ) 佐藤賢一著 集英社 日本文芸書 10/2

12 きみはだれかのどうでもいい人 伊藤朱里著 小学館 日本文芸書 9/13

13 神とさざなみの密室 市川憂人著 新潮社 日本文芸書 9/19

14 廉太郎ノオト 谷津矢車著 中央公論新社 日本文芸書 9/5

15 菊花の仇討ち ( 朝顔同心シリーズ ) 梶よう子著 文藝春秋 日本文芸書 9/25

16 スナック墓場 嶋津輝著 文藝春秋 日本文芸書 9/10

17 プルースト効果の実験と結果 佐々木愛著 文藝春秋 日本文芸書 9/10

18 まほり 高田大介著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 9/30

19 明日の僕に風が吹く 乾ルカ著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 9/26

20 「作家」と「魔女」の集まっちゃった思い出 角野栄子著/松本大洋絵ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 9/24

21 読書実録 保坂和志著 河出書房新社 日本文芸書 9/20

22 湘南夫人 石原慎太郎著 講談社 日本文芸書 9/11

23 ノワールをまとう女 ※ 第６５回江戸川乱歩賞受賞作品神護かずみ著 講談社 日本文芸書 9/18

24 縁（ユカリ） 小野寺史宜著 講談社 日本文芸書 9/19

25 記憶の盆をどり 町田康著 講談社 日本文芸書 9/25

26 不審者 伊岡瞬著 集英社 日本文芸書 9/24

27 私の家 青山七恵著 集英社 日本文芸書 10/2

28 昭和４０年男　オリンポスの家族 佐川光晴著 集英社 日本文芸書 9/24

29 アンジュと頭獅王 吉田修一著 小学館 日本文芸書 9/26

30 空は逃げない まはら三桃著 小学館 日本文芸書 9/9

31 死にゆく者の祈り 中山七里著 新潮社 日本文芸書 9/19

32 鉄の楽園 楡周平著 新潮社 日本文芸書 9/26

33 名残の花 澤田瞳子著 新潮社 日本文芸書 9/26

34 アスリーツ あさのあつこ著 中央公論新社 日本文芸書 9/5

35 あの日に帰りたい　駐在日記 小路幸也著 中央公論新社 日本文芸書 9/13

36 たそがれダンサーズ 桂望実著 中央公論新社 日本文芸書 9/5

37 わたしの良い子 寺地はるな著 中央公論新社 日本文芸書 9/5

38 Ｉの悲劇（仮） 米澤穂信著 文藝春秋 日本文芸書 9/24

39 オーガ（ニ）ズム Ｏｒｇａ（ｎｉ）ｓｍ 阿部和重著 文藝春秋 日本文芸書 9/24

40 絶望スクール ( 池袋ウエストゲートパーク１５) 石田衣良著 文藝春秋 日本文芸書 9/10

41 楽園の真下 荻原浩著 文藝春秋 日本文芸書 9/9

42 写楽とお喜瀬 吉川永青著 ＮＨＫ出版 日本文芸書 9/9

43 ブラックシープ・キーパー ※ 第11回角川春樹小説賞受賞作品柿本みづほ著 角川春樹事務所 日本文芸書 9/30

44 虎を追う 櫛木理宇著 光文社 日本文芸書 9/17

45 妻の終活（仮） 坂井希久子著 祥伝社 日本文芸書 9/10

46 この道をどこまでも行くんだ 椎名誠著 新日本出版社 日本文芸書 9/2

47 小川哲短篇集（仮） 小川哲著 早川書房 日本文芸書 9/18

48 逃避行 小杉健治著 双葉社 日本文芸書 9/17
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49 フェイク 福田和代著 双葉社 日本文芸書 9/17

50 空から森が降ってくる 小手鞠るい著 平凡社 日本文芸書 9/4

51 某 川上弘美著 幻冬舎 日本文芸書 9/12

52 また明日 群ようこ著 幻冬舎 日本文芸書 9/19

53 イモムシ偏愛記 吉野万理子著 光文社 日本文芸書 9/17

54 競歩王 額賀澪著 光文社 日本文芸書 9/17

55 展望塔のラプンツェル 宇佐美まこと著 光文社 日本文芸書 9/17

56 廃墟の白墨 遠田潤子著 光文社 日本文芸書 9/17

57 罪と祈り 貫井徳郎著 実業之日本社 日本文芸書 9/3

58 遠い他国でひょんと死ぬるや 宮内悠介著 祥伝社 日本文芸書 9/10

59 定価のない本 門井慶喜著 東京創元社 日本文芸書 9/18

60 流葉断の太刀 裏用心棒譚２ 上田秀人著 徳間書店 日本文芸書 9/9

61 二人のカリスマ　上 江上剛著 日経ＢＰマーケティング日本文芸書 9/20

62 二人のカリスマ　下 江上剛著 日経ＢＰマーケティング日本文芸書 9/20

63 天保十四年のキャリーオーバー 五十嵐貴久著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 9/20

64 旅の作法、人生の極意 山本一力著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 9/20

65 ムゲンのｉ　上 知念実希人著 双葉社 日本文芸書 9/17

66 ムゲンのｉ　下 知念実希人著 双葉社 日本文芸書 9/17

67 アムラス トーマス・ベルンハルト著/初見基訳/飯島雄太郎訳河出書房新社 外国文芸書 9/24

68 銀河の果ての落とし穴 エトガル・ケレット著/広岡杏子訳河出書房新社 外国文芸書 9/20

69 いやいやながらルパンを生み出した作家　モーリス・ルブラン伝 ジャック・ドゥルワール著/小林佐江子訳国書刊行会 外国文芸書 9/25

70 サイコセラピスト ( ハヤカワ・ミステリ) アレックス・マイクリーディーズ著/坂本あおい訳早川書房 外国文芸書 9/4

71 シンコ・エスキーナス街の罠 マリオ・バルガス＝リョサ著/田村さと子訳河出書房新社 外国文芸書 9/20

72 セロトニン ミシェル・ウエルベック著/関口涼子訳河出書房新社 外国文芸書 9/20

73 ケミストリー ( 新潮クレスト・ブックス) ウェイク・ワン著/小竹由美子訳新潮社 外国文芸書 9/24

74 賢い冷蔵庫 瀬尾幸子著 ＮＨＫ出版 くらしの実用書 9/2

75 フライパンで１０分！ ごちそう煮込み 市瀬悦子著 学研プラス くらしの実用書 9/19

76 糸ボタンの本　糸を巻いて作る 小さくて愛らしい手作りボタンの世界ちくちくちどり著 グラフィック社 くらしの実用書 9/6

77 ファスナーポーチ作りの達人になる！ 鈴木ふくえ著 主婦と生活社 くらしの実用書 9/20

78 １０分でキレイに結ぶ　帯結びの基本 弓岡勝美著 世界文化社 くらしの実用書 9/26

79 有元葉子　油揚げ、豆腐、こんにゃく 有元葉子著 家の光協会 くらしの実用書 9/24

80 この野菜はこう食べる　笠原将弘の和のおかず 笠原将弘著 家の光協会 くらしの実用書 9/13

81 ＪＡＰＡＮ　ＢＬＵＥ　藍染ガイドブック 辻岡ピギー監修/六角久子著グラフィック社 くらしの実用書 10/5

82 ＡＬＳＯＫが教える　おひとり女子が自分を守るための本 ＡＬＳＯＫ監修 主婦の友社 くらしの実用書 9/2

83 もっときれいに撮れる！スマホで旅行写真 コツと裏ワザ 庄子利男著 青春出版社 くらしの実用書 9/17

84 手作りがうれしい木版画年賀状 原田裕子著 誠文堂新光社 くらしの実用書 9/9

85 いちばんやさしい副業のはじめ方がわかる本 成美堂出版編集部編著成美堂出版 ビジネス・くらしの経済9/20

86 ３時間でわかる　同一労働同一賃金入門 山口俊一著 中央経済社 ビジネス・くらしの経済9/3

87 鳥・虫・草木と楽しむ　オーガニック植木屋の剪定術 ひきちガーデンサービス著築地書館 すまい・住宅・建築9/21

88 脳卒中の再発を防ぐ本 ( 健康ライブラリーイラスト版) 平野照之監修 講談社 健康と家庭の医学9/10

89 いちばんわかりやすいテーピング 花岡美智子監修 成美堂出版 健康と家庭の医学9/13

90 ウルトラ図解　不安障害・パニック 福西勇夫著 法研 健康と家庭の医学9/10

91 大腸がん　病後のケアと食事 上野秀樹著 法研 健康と家庭の医学9/10

92 登校しぶり・不登校の子に親ができること( 健康ライブラリーイラスト版) 下島かほる監修 講談社 教育と福祉 9/10

93 〈0～5歳〉子どもと食べたい強いからだを作る！　重ねて煮るだけ おいしいおかず　田島恵著 世界文化社 教育と福祉 9/26

94 家族そろってぐっすり眠れる　科学的に正しい赤ちゃん快眠メソッド森田麻里子著 ダイヤモンド社 教育と福祉 9/18

95 親が知らない子どものスマホ？　イマドキ中高生、驚きのＳＮＳ＆ネット事情鈴木朋子著 日経ＢＰマーケティング教育と福祉 9/19

96 すぐに役立つ 最新　建築基準法と私道・境界・日照権の法律とトラブル解決法森元みのり監修 三修社 くらしの法律 9/18
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97 図解ですっきりわかる　音楽著作権入門 東絛岳著 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くらしの法律 9/20

98 日本のローカル航空（仮） 秋本俊二著 河出書房新社 歴史と紀行 9/19

99 前方後円墳とはなにか ( 中公叢書 ) 広瀬和雄著 中央公論新社 歴史と紀行 9/18

100 世界をおどらせた地図 エドワード・ブルック＝ヒッチング著/関谷冬華訳日経ＢＰマーケティング歴史と紀行 9/19

101 敗者が変えた世界史　上 ジャン＝クリストフ・ビュイッソン著/エマニュエル・エシュト著/神田順子訳/田辺希久子訳原書房 歴史と紀行 9/12

102 敗者が変えた世界史　下 ジャン＝クリストフ・ビュイッソン著/エマニュエル・エシュト著/清水珠代訳/村上尚子ほか訳原書房 歴史と紀行 9/12

103 叱られ、愛され、大相撲！　「国技」と「興行」の一〇〇年史( 講談社選書メチエ ) 胎中千鶴著 講談社 日本の文化 9/10

104 マボロシの茶道具図鑑 依田徹著 淡交社 日本の文化 9/30

105 万葉集を歩く　犬養孝がたずねた風景 ( コロナ・ブックス ) 富田敏子著/山内英正著平凡社 日本の文化 9/27

106 哲学の解剖図鑑 小須田健著 エクスナレッジ 世界の文化 9/30

107 世界の祭りと衣装 パイインターナショナル編パイインターナショナル世界の文化 9/11

108 実践！公共施設マネジメント　個別施設計画などの具体的な進め方のポイント　小松幸夫著/池澤龍三著/堤洋樹著/南学著学陽書房 現代社会 10/2

109 まちの居場所　ささえる・まもる・そだてる・つなぐ 日本建築学会編 鹿島出版会 現代社会 9/14

110 母と娘はなぜ対立するのか 阿古真理著 筑摩書房 現代社会 9/17

111 ＡＩに負けない子どもを育てる 新井紀子著 東洋経済新報社 現代社会 9/6

112 科学者が消える ノーベル賞が獲れなくなる日本 岩本宣明著 東洋経済新報社 現代社会 9/27

113 みんなにお金を配ったら アニー・ローリー著/上原裕美子訳みすず書房 現代社会 10/2

114 自治体災害対策の基礎 ( 地方自治・実務入門シリーズ) 千葉実著/北村喜宣編/山口道昭編/出石稔編有斐閣 現代社会 10/

115 海洋プラスチック汚染　「プラなし」博士、ごみを語る( 岩波科学ライブラリー) 中嶋亮太著 岩波書店 現代社会 9/19

116 いのちの終いかた　「在宅看取り」一年の記録 下村幸子著 ＮＨＫ出版 現代社会 9/5

117 災害に強いまちづくりは　互近助（ゴキンジョ）の力　 山村武彦著 ぎょうせい 現代社会 9/上

118 地図とデータで見る　気象の世界ハンドブック フランソワ＝マリー・ブレオン著/ジル・ルノー著/鳥取絹子訳原書房 現代社会 9/12

119 真夜中の陽だまり　ルポ夜間保育園 三宅玲子著 文藝春秋 現代社会 9/5

120 きのこの教科書　観察と分類の基本 佐久間大輔著 山と溪谷社 サイエンス 9/13

121 きちんと知りたい！　電気自動車メカニズムの基礎知識 飯塚昭三著 日刊工業新聞社 テクノロジー 9/13

122 トコトンやさしい真空技術の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 関口敦著 日刊工業新聞社 テクノロジー 9/20

123 わかる！使える！乾燥入門　基礎知識、準備・段取り、実務作業 立元雄治著/中村正秋著日刊工業新聞社 テクノロジー 9/20

124 マネへの招待 朝日新聞出版編 朝日新聞出版 芸術・スポーツ 9/6

125 パフォーマンスが変わる！　アスリートのための栄養と食事 山田聡子監修 池田書店 芸術・スポーツ 9/20

126 カメラと写真家の日本　機材と表現の１８０年史 日本カメラ博物館編 国書刊行会 芸術・スポーツ 9/下

127 いちからわかる　円山応挙 ( とんぼの本 ) 岡田秀之著 新潮社 芸術・スポーツ 9/26

128 活き活きとした毎日を　６０歳からはじめる自転車ライフ 辰巳出版 芸術・スポーツ 9/27

129 ロープワーク入門 ( ヤマケイ登山学校 ) 水野隆信著 山と溪谷社 芸術・スポーツ 9/13

130 最後の一文　名作の終わり方の謎を解く 半沢幹一著 笠間書院 ライブラリアン 9/20

131 あまんきみこハンドブック あまんきみこ研究会編著三省堂 ライブラリアン 9/9

132 びっくりするほど世界が広がる　翻訳者による翻訳ブックガイドーＢＯＯＫＭＡＲＫ金原瑞人編 ＣＣＣメディアハウスライブラリアン 9/28

133 専門図書館探訪 ( ライブラリーぶっくす) 青柳英治著/長谷川昭子著勉誠出版 ライブラリアン 9/下

134 フルーツふれんず　スイカちゃん 村上しいこ作/角裕美絵あかね書房 児童読み物 9/上

135 犬がすきなぼくとおじさんとシロ 山本悦子作/しんやゆう子絵岩崎書店 児童読み物 9/11

136 ハロウィーンくまちゃん シャーリー・パレントー文/デイヴィッド・ウォーカー絵/福本友美子訳岩崎書店 児童読み物 9/11

137 きょうのぼくはどこまでだってはしれるよ 荒井良二作・絵 ＮＨＫ出版 児童読み物 9/2

138 ベネベントの魔物たち１　いたずらの季節 ジョン・ベーメルマンス・マルシアーノ作/ソフィー・ブラッコール絵/横山和江訳偕成社 児童読み物 10/7

139 ベネベントの魔物たち２　緑の手の指輪 ジョン・ベーメルマンス・マルシアーノ作/ソフィー・ブラッコール絵/横山和江訳偕成社 児童読み物 10/7

140 しろとくろ ( 講談社の創作絵本 ) きくちちき作 講談社 児童読み物 9/17

141 だれもしらない図書館のひみつ 北川チハル作/石井聖岳絵汐文社 児童読み物 9/下

142 まめざらちゃん ( ＭＯＥのえほん) ※第７回ＭＯＥ創作絵本グランプリ受賞作品あさのますみ文/よしむらめぐ絵白泉社 児童読み物 9/18

143 続・魔法使いマーリンの犬　ハナキキと聖杯 エリック・カーン・ゲイル著/大山泉訳評論社 児童読み物 9/30

144 チェクポ　おばあちゃんがくれたたいせつなつつみ( 世界傑作絵本シリーズ) イ・チュニ文/キム・ドンソン絵/おおたけきよみ訳福音館書店 児童読み物 9/4
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145 チリとチリリ　あめのひのおはなし どいかや作・絵 アリス館 児童読み物 9/9

146 ゆめみるどうぶつたち イザベル・シムレール文・絵/石津ちひろ訳岩波書店 児童読み物 9/13

147 とんでいった　ふうせんは ※ ２０１９年ゴールデン・カイト賞受賞、２０１９年シュナイダー・ファミリーブック賞受賞作品ジェシー・オリベロス文/ダナ・ウルエコッテ絵/落合恵子訳絵本塾出版 児童読み物 9/20

148 きみののぞみはなんですか？ 五味太郎作・絵 ＫＴＣ中央出版 児童読み物 9/17

149 ねこの町のホテル　プチモンド　ハロウィンとかぼちゃの馬車( わくわくライブラリー) 小手鞠るい作/くまあやこ絵講談社 児童読み物 9/3

150 もうひとつの曲がり角 岩瀬成子著/酒井駒子絵講談社 児童読み物 9/24

151 なんみんってよばないで。 ※ ２０１６年ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館イラストレーション賞、２０１８年クラウス・フリュッゲ賞受賞作品ケイト・ミルナー作/小寺敦子訳合同出版 児童読み物 9/18

152 ねことねこ 町田尚子作 こぐま社 児童読み物 9/24

153 モンスター・ホテルで　オリンピック 柏葉幸子作/高畠純絵小峰書店 児童読み物 9/中

154 おそろしい よる ( ひまわりえほんシリーズ) きむらゆういち作/殿内真帆絵鈴木出版 児童読み物 9/18

155 モノクロームの不思議 斉藤洋作/森田みちよ絵静山社 児童読み物 9/11

156 おつきさま　ひとつずつ ( 童心社のおはなしえほん) 長野ヒデ子作 童心社 児童読み物 9/3

157 たたたん　たたたん ( 絵本・こどものひろば) 内田麟太郎文/西村繁男絵童心社 児童読み物 9/9

158 サン・サン・サンタ　ひみつきち ( ＭＯＥのえほん ) かこさとし作・絵 白泉社 児童読み物 9/2

159 おじいちゃんがのこしたものは… マイケル・モーパーゴ文/ジム・フィールド絵/佐藤見果夢訳評論社 児童読み物 9/上

160 オオカミが来た朝 ( 世界傑作童話シリーズ) ジュディス・クラーク作/ふなとよし子訳福音館書店 児童読み物 9/11

161 しぶがき　ほしがき　あまいかき ( 福音館創作童話シリーズ) 石川えりこ作・絵 福音館書店 児童読み物 9/4

162 かぜがふくふく 田島征三作・絵 フレーベル館 児童読み物 9/6

163 ほら、ここにいるよ オリヴァー・ジェファーズ作/ｔｕｐｅｒａｔｕｐｅｒａ訳ほるぷ出版 児童読み物 9/6

164 よるのまんなか おくはらゆめ作・絵 理論社 児童読み物 9/17

165 きほんの木　大きくなる 姉崎一馬写真/姉崎エミリー文アリス館 児童ノンフィクション9/24

166 なんでもはかれる！単位の本 ( 調べる学習百科 ) 石倉ヒロユキ編著/三浦基弘監修/武藤徹監修岩崎書店 児童ノンフィクション9/26

167 宇宙の終わりってどうなるの？　超図解！宇宙のしくみと最新宇宙論がよくわかる( 子供の科学★ミライサイエンス) 佐藤勝彦監修 誠文堂新光社 児童ノンフィクション9/6

168 絵と新聞でわかる平成時代　ニュースからくらしまで 絵と新聞でわかる平成時代編集室監修/黒須高嶺絵理論社 児童ノンフィクション9/17

169 古墳のなぞがわかる本 ( 調べる学習百科 ) 河野正訓監修/グループ・コロンブス編岩崎書店 児童ノンフィクション9/24

170 桃太郎は盗人なのか？　「桃太郎」から考える鬼の正体 倉持よつば著 新日本出版社 児童ノンフィクション9/25

171 未来を変えるロボット図鑑 ルーシー・ロジャーズほか監修/ローラ・ブラーほか著/喜多直子訳創元社 児童ノンフィクション9/13

172 アンチ ( ＳＴＡＭＰ　ＢＯＯＫＳ) ヨナタン・ヤヴィン作/鴨志田聡子訳岩波書店 ヤングアダルト 9/26

173 蝶の羽ばたき、その先へ ※ 第１７回児童文学者協会・長編児童文学新人賞受賞作品森埜こみち著 小峰書店 ヤングアダルト 10/上

174 マイク アンドリュー・ノリス著/最所篤子訳小学館 ヤングアダルト 10/1

175 キャパとゲルダ ふたりの戦場カメラマン マーク・アロンソン著/マリナ・ブドーズ著/原田勝訳あすなろ書房 ヤングアダルト 9/下

176 みかん、好き？ 魚住直子著 講談社 ヤングアダルト 9/24

177 世界のはての少年 ※ カーネギー賞受賞作品ジェラルディン・マコックラン著/杉田七重訳東京創元社 ヤングアダルト 9/18

178 本当の貧困の話をしよう　未来を変える方程式 石井光太著 文藝春秋 ヤングアダルト 9/25

179 境い目なしの世界 角野栄子作/植田真絵理論社 ヤングアダルト 9/17


