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Ｎｏ．書名・シリーズ・受賞情報など

1 かんばん娘　居酒屋ともえ繁盛記 志川節子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 1/29

2 狐火の辻 竹本健治著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 1/29

3 空貝　村上水軍の神姫 赤神諒著 講談社 日本文芸書 1/27

4 希望と殺意はレールに乗って　アメかぶ探偵の事件簿 山本巧次著 講談社 日本文芸書 1/20

5 最高の任務 乗代雄介著 講談社 日本文芸書 1/9

6 ママ 神津凛子著 講談社 日本文芸書 1/6

7 幼な子の聖戦 木村友祐著 集英社 日本文芸書 1/22

8 背高泡立草 古川真人著 集英社 日本文芸書 1/22

9 清明 ( 隠蔽捜査８ ) 今野敏著 新潮社 日本文芸書 1/20

10 箱とキツネと、パイナップル ※ 第６回新潮ミステリー大賞優秀賞受賞作品村木美涼著 新潮社 日本文芸書 1/30

11 コープス・ハント 下村敦史著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 1/29

12 三世代探偵団２　枯れた花のワルツ 赤川次郎著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 1/29

13 ドミノ 上海編 恩田陸著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 1/31

14 インタビューズ 堂場瞬一著 河出書房新社 日本文芸書 1/6

15 魂の痕 梁石日著 河出書房新社 日本文芸書 1/23

16 御社のチャラ男 絲山秋子著 講談社 日本文芸書 1/21

17 犬のかたちをしているもの ※ 第４３回すばる文学賞受賞作品高瀬隼子著 集英社 日本文芸書 2/3

18 さいはての家 彩瀬まる著 集英社 日本文芸書 1/22

19 坂下あたると、しじょうの宇宙 町屋良平著 集英社 日本文芸書 2/3

20 終（ツイ）の盟約 楡周平著 集英社 日本文芸書 2/3

21 猫君（ネコギミ） 畠中恵著 集英社 日本文芸書 1/22

22 山岳捜査 笹本稜平著 小学館 日本文芸書 1/15

23 太平洋食堂 柳広司著 小学館 日本文芸書 1/22

24 占（ウラ） 木内昇著 新潮社 日本文芸書 1/20

25 君がいないと小説は書けない 白石一文著 新潮社 日本文芸書 1/20

26 卍どもえ 辻原登著 中央公論新社 日本文芸書 1/7

27 雲を紡ぐ 伊吹有喜著 文藝春秋 日本文芸書 1/21

28 平蔵の母 ( 火付盗賊改・長谷川平蔵４) 逢坂剛著 文藝春秋 日本文芸書 1/22

29 タイガー理髪店心中 ※ 第４回林芙美子賞文学賞受賞作品小暮夕紀子著 朝日新聞出版 日本文芸書 1/上

30 ５０代からの疲れをためない小さな習慣 岸本葉子著 佼成出版社 日本文芸書 1/28

31 ウミガメみたいに飛んでみな（仮） ※ 第１１回小説宝石新人賞受賞作品木村椅子著 光文社 日本文芸書 1/20

32 おっぱいエール ※ 第１１回小説宝石新人賞受賞作品本山聖子著 光文社 日本文芸書 1/20

33 正体 染井為人著 光文社 日本文芸書 1/20

34 野守虫 柴田哲孝著 光文社 日本文芸書 1/20

35 シャーリー・ホームズとバスカヴィル家の狗 高殿円著 早川書房 日本文芸書 1/22

36 ＯＪＯＧＩＷＡ 藤崎翔著 ポプラ社 日本文芸書 1/16

37 騒がしい楽園 中山七里著 朝日新聞出版 日本文芸書 1/上

38 今日もお疲れさま　パンとスープとネコ日和５ 群ようこ著 角川春樹事務所 日本文芸書 1/10

39 イマジン？ 有川ひろ著 幻冬舎 日本文芸書 1/21

40 時代小説アンソロジー　てしごとおんな職人日乗　 あさのあつこ著/奥山景布子著/西條奈加著/澤田瞳子著/志川節子ほか著徳間書店 日本文芸書 1/15

41 歌舞伎座の怪紳士 近藤史恵著 徳間書店 日本文芸書 1/28

42 国道食堂　１ｓｔ．Ｓｅａｓｏｎ 小路幸也著 徳間書店 日本文芸書 1/15

43 涼子点景１９６４ 森谷明子著 双葉社 日本文芸書 1/20

44 踏み跡にたたずんで 小野正嗣著 毎日新聞出版 日本文芸書 1/29

45 暇なんかないわ　大切なことを考えるのに忙しくて　　　　　　　　　　　　　　　　　ル＝グウィン・エッセイ集アーシュラ・Ｋ・ル＝グウィン著/谷垣暁美訳河出書房新社 外国文芸書 1/21

46 荒潮 ( 新☆ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ) 陳楸帆著/中原尚哉訳早川書房 外国文芸書 1/22

47 友だち ( 新潮クレスト・ブックス／※２０１８年全米図書賞受賞作品) シーグリッド・ヌーネス著/村松潔訳新潮社 外国文芸書 1/30

48 ポリー氏の人生 ( エクス・リブリス・クラシックス) Ｈ・Ｇ・ウェルズ著/高儀進訳白水社 外国文芸書 1/31
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49 ＮＨＫきょうの料理　大原千鶴の絶品手づくりだれ料理帖 大原千鶴著 ＮＨＫ出版 くらしの実用書 1/21

50 いちばんおいしい野菜の食べ方 飛田和緒著 オレンジページ くらしの実用書 1/30

51 まずは塩しましょう。　無駄なくおいしく食べきる ワタナベマキ著 ＫＡＤＯＫＡＷＡくらしの実用書 1/28

52 文房具語辞典 高畑正幸著 誠文堂新光社 くらしの実用書 1/10

53 上手に食べて、ずーっと健康　栄養を捨てないシニアの簡単レシピ柳沢幸江著/武蔵裕子著家の光協会 くらしの実用書 1/14

54 みその教科書 岩木みさき著 エクスナレッジ くらしの実用書 1/31

55 包丁研ぎのススメ 豊住久著 ＣＣＣメディアハウスくらしの実用書 1/27

56 ワンピースの基本パターン集 野木陽子著 日本ヴォーグ社 くらしの実用書 2/17

57 パターン補正バイブル　ソーイングが１００倍楽しくなる！　私サイズにできる型紙の直し方加藤容子著 日本文芸社 くらしの実用書 1/15

58 豆腐からおからパウダーまで！「目からウロコ」の保存＆活用術 牛尾理恵著 文化出版局 くらしの実用書 1/17

59 キッチンではじめる家庭菜園 ケイティ・エルザー・ピーターズ著/岩田佳代子訳ガイアブックス すまい・住宅・建築1/24

60 「超簡単」６０分でわかる！リフォーム・外壁塗装の教科書 堤猛著 インプレス すまい・住宅・建築1/29

61 私の手はなぜ痛いのか、しびれるのか、曲がっているのか 平瀬雄一著 幻冬舎 健康と家庭の医学1/7

62 アルツハイマー病のことがわかる本 ( 健康ライブラリーイラスト版) 新井平伊監修 講談社 健康と家庭の医学1/21

63 絵でわかる薬のしくみ 船山信次著 講談社 健康と家庭の医学1/24

64 国がん東病院発　抗がん剤・放射線治療をしている人のための食事後藤功一監修/千歳はるか監修ナツメ社 健康と家庭の医学1/8

65 私にとっての介護　生きることの一部として 岩波書店編集部編 岩波書店 教育と福祉 1/24

66 ボクはやっと認知症のことがわかった 長谷川和夫著/猪熊律子著ＫＡＤＯＫＡＷＡ教育と福祉 1/上

67 奨学金まるわかり読本　２０２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　借り方・返し方・活かし方 徹底アドバイス久米忠史著 合同出版 教育と福祉 1/22

68 発達障害＆グレーゾーンの小学生の育て方（仮） 井上雅彦著 すばる舎 教育と福祉 1/21

69 食べない子が 変わる魔法の言葉がけ 山口健太著 辰巳出版 教育と福祉 1/27

70 民生委員活動の基礎知識　おさえておきたい３０のポイント 小林雅彦著 中央法規出版 教育と福祉 1/28

71 イラスト・写真でよくわかる　力のいらない介助術 福辺節子著 ナツメ社 教育と福祉 1/14

72 弁護士費用特約を活用した　物損交通事故の実務 狩倉博之編著/渡部英明編著/三浦靖彦編著/杉原弘康編著学陽書房 くらしの法律 2/6

73 社長の‟悩み”を解決！　家族経営の法律・税金Ｑ＆Ａ 住田昌弘編/松岡章夫編ぎょうせい くらしの法律 1/

74 裁判官も人である　良心と組織の狭間で 岩瀬達哉著 講談社 くらしの法律 1/29

75 いつ死んでも後悔しない！　かしこい「生前贈与」 渡辺由紀子著 ＰＨＰ研究所 くらしの法律 1/29

76 旅の効用　人はなぜ移動するのか ペール・アンデション著/畔上司訳草思社 歴史と紀行 1/21

77 日本仏教１３宗派がわかる本 ( Ｔｈｅ　Ｎｅｗ　Ｆｉｆｔｉｅｓ) 正木晃編著 講談社 日本の文化 1/21

78 わたしの芭蕉　美しい日本語を味わう（仮） 加賀乙彦著 講談社 日本の文化 1/28

79 懐かしいお菓子　武井武雄の「日本郷土菓子図譜」を味わう( とんぼの本 ) 伴田良輔著/今村規子著/山岸吉郎著/河西見佳著新潮社 日本の文化 1/30

80 国民食の履歴書　カレー、マヨネーズ、ソース、餃子、肉じゃが 魚柄仁之助著 青弓社 日本の文化 1/25

81 こけし図譜　イラストレーションでわかる伝統こけしの文化・風土・意匠・工人佐々木一澄文・絵 誠文堂新光社 日本の文化 1/7

82 日本の刃物　研ぎの技法 大工道具研究会編 誠文堂新光社 日本の文化 1/10

83 近代日本の乳食文化　その経緯と定着 江原絢子編著/平田昌弘編著/和仁皓明編著/Ｊミルク企画編中央法規出版 日本の文化 1/28

84 文章を彩る　表現技法の辞典 中村明著 東京堂出版 日本の文化 1/24

85 図説　デザートの歴史 ジェリ・クィンジオ著/富原まさ江訳原書房 世界の文化 1/下

86 災害ケースマネジメント　ガイドブック 津久井進著 合同出版 現代社会 2/4

87 自由の命運　上　国家、社会、そして狭い回廊 ダロン・アセモグル著/ジェイムズ・Ａ・ロビンソン著/櫻井祐子訳早川書房 現代社会 1/23

88 自由の命運　下　国家、社会、そして狭い回廊 ダロン・アセモグル著/ジェイムズ・Ａ・ロビンソン著/櫻井祐子訳早川書房 現代社会 1/23

89 最期の言葉の村へ　消滅危機言語タヤップを話す人々との30年 ドン・クリック著/上京恵訳原書房 現代社会 1/21

90 エンド・オブ・ライフ 佐々涼子著 集英社 現代社会 2/3

91 地図で見るドイツハンドブック ミシェル・デシェ著/蔵持不三也訳原書房 現代社会 1/22

92 図説　日本の温泉　１７０温泉のサイエンス 日本温泉科学会監修朝倉書店 サイエンス 2/中

93 ビジュアル　医学全史　魔術師からロボット手術まで クリフォード・ピックオーバー著/板谷史訳/樺信介訳岩波書店 サイエンス 1/24

94 デジタルで読む脳　Ｘ　紙の本で読む脳 メアリアン・ウルフ著/大田直子訳合同出版 サイエンス 2/4

95 世界でいちばん変な虫　珍虫奇虫図鑑 海野和男著 草思社 サイエンス 1/21

96 トコトンやさしい相対性理論の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 山﨑耕造著 日刊工業新聞社 サイエンス 1/17
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97 ハウ・トゥー　バカバカしくて役に立たない暮らしの科学 ランドール・マンロー著/吉田三知世訳早川書房 サイエンス 1/22

98 骨が物語る人類史（仮） ブライアン・スウィーテク著原書房 サイエンス 2/中

99 世界一わかりやすい　パソコン入門テキスト　　　　　　　　　　　Ｗｉｎｄｏｗｓ１０＋Ｏｆｆｉｃｅ２０１９／２０１６対応版川上恭子著/岩垣悠著技術評論社 テクノロジー 1/23

100 ６０分でわかる！　５Ｇビジネス　最前線 佐野正弘著 技術評論社 テクノロジー 1/22

101 図解入門　最新有機ＥＬ＆液晶パネルの基本と仕組み 齋藤勝裕著 秀和システム テクノロジー 1/15

102 国立西洋美術館　名画の見かた 渡辺晋輔著/陳岡めぐみ著集英社 芸術・スポーツ 1/22

103 ヴィルヘルム・ハマスホイ　静寂の詩人 ( ＴｏＢｉ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ) 萬屋健司著 東京美術 芸術・スポーツ 1/23

104 稽古場物語 佐々木一郎著・画 ベースボール・マガジン社芸術・スポーツ 1/21

105 映画制作の教科書　プロが教える６０のコツ　企画・撮影・編集・上映衣笠竜屯監修 メイツユニバーサルコンテンツ芸術・スポーツ 1/30

106 勝つ！　ラクロス　上達バイブル　実戦スキル・戦術・応用トレーニング丸山伸也監修/大橋信行監修メイツユニバーサルコンテンツ芸術・スポーツ 1/27

107 十大事故から読み解く　山岳遭難の傷跡 羽根田治著 山と溪谷社 芸術・スポーツ 1/21

108 子どもと保育者と親をつなぐ。　えほん・絵本・１３４冊　( Ｇａｋｋｅｎ保育Ｂｏｏｋｓ) 増田喜昭著/新田新一郎編学研プラス ライブラリアン 1/28

109 世界を変えた１５０の科学の本 ブライアン・クレッグ著/石黒千秋訳創元社 ライブラリアン 2/6

110 じぶんで　はなを　かめるかな ( えほんのぼうけん　) 深見春夫作・絵/守本倫子監修岩崎書店 児童読み物 1/15

111 県知事は小学生？ ( カラフルノベル ) 濱野京子監修 ＰＨＰ研究所 児童読み物 1/21

112 ラブレターをもらったら アニカ・アルダムイ・デニス文/ルーシー・ルース・カミンズ絵/石井睦美訳ＢＬ出版 児童読み物 1/16

113 かえるの天神さん ( 日本傑作絵本シリーズ) 日野十成文/斎藤隆夫絵福音館書店 児童読み物 1/8

114 雷のあとに ( 文研じゅべにーる ) 中山聖子作/岡本よしろう絵文研出版 児童読み物 1/23

115 闇の子守唄 ( 鬼遊びシリーズ完結) 廣嶋玲子作/おとないちあき絵小峰書店 児童読み物 1/下

116 いろいろ いろんなからだのほん　 メアリ・ホフマン文/ロス・アスクィス絵/杉本詠美訳少年写真新聞社 児童読み物 1/上

117 ハロー、ここにいるよ ※ ２０１８年ニューベリー賞受賞作品エリン・エントラーダ・ケリー作/武富博子訳評論社 児童読み物 1/17

118 おいかけっこのひみつ　しましまとたてがみ( いとうひろしの本 ) いとうひろし作・絵ポプラ社 児童読み物 1/7

119 キッズペディア歴史館　日本史の大事件　そのとき世界は( 小学館キッズペディア) 小学館 児童ノンフィクション1/29

120 スマート農業の大研究　ＩＣＴ・ロボット技術でどう変わる？（仮）( 楽しい調べ学習シリーズ) 海津裕監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション1/21

121 はじまりは　たき火　火とくらしてきたわたしたち まつむらゆりこ作/小林マキ絵福音館書店 児童ノンフィクション1/15

122 おにぎりをつくる 高山なおみ文/長野陽一写真ブロンズ新社 児童ノンフィクション1/7

123 お蚕さんから糸と綿と 大西暢夫文・写真 アリス館 児童ノンフィクション1/20

124 楽しく遊ぶ学ぶ　まだある！ふしぎの図鑑( 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ) 白數哲久監修 小学館 児童ノンフィクション2/10

125 知ってた？　世界のスポーツ　ルールと歴史 アダム・スキナー文/マーク・ロング絵/奥沢駿訳徳間書店 児童ノンフィクション1/15

126 しゅうくんかぞくのしあわせレシピ　ちらしずし はまのゆか作・絵 光村教育図書 児童ノンフィクション1/14

127 鐘を鳴らす子供たち 古内一絵作 小峰書店 ヤングアダルト 1/下

128 邪馬台戦記　３　戦火の海 ( 全３巻完結 ) 東郷隆著/佐竹美保絵静山社 ヤングアダルト 1/22

129 科学ぎらいが好きになる「科学の名著」 竹内薫著 徳間書店 ヤングアダルト 1/28

130 グレーテルの白い小鳥 ( ビブリオ・ファンタジア) 斉藤洋作/森泉岳土絵偕成社 ヤングアダルト 1/27

131 窓 小手鞠るい著 小学館 ヤングアダルト 1/31

132 地政学でわかるわたしたちの世界　１２の地図が語る国際情勢 ティム・マーシャル著/大山泉訳評論社 ヤングアダルト 1/31


