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1 アパレル興亡 黒木亮著 岩波書店 日本文芸書 2/18

2 黄犬（キーン）交遊抄 ドナルド・キーン著岩波書店 日本文芸書 2/13

3 天穹の船 篠綾子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 2/28

4 流卵 吉村萬壱著 河出書房新社 日本文芸書 2/21

5 怪談飯屋古狸　２　祟り神　 輪渡颯介著 講談社 日本文芸書 2/25

6 地上生活者　６　最後の試み 李恢成著 講談社 日本文芸書 2/25

7 ＃柚莉愛とかくれんぼ ※ 第６１回メフィスト賞受賞作品真下みこと著 講談社 日本文芸書 2/10

8 言の葉は、残りて ※ 第３２回小説すばる新人賞受賞作品佐藤雫著 集英社 日本文芸書 2/21

9 しゃもぬまの島 ※ 第３２回小説すばる新人賞受賞作品上畠菜緒著 集英社 日本文芸書 2/21

10 金木犀とメテオラ 安壇美緒著 集英社 日本文芸書 2/21

11 暗い林を抜けて 黒川創著 新潮社 日本文芸書 2/27

12 ポロック生命体 瀬名秀明著 新潮社 日本文芸書 2/27

13 愛の色いろ 奥田亜希子著 中央公論新社 日本文芸書 2/17

14 あたしの拳が吼えるんだ 山本幸久著 中央公論新社 日本文芸書 2/17

15 月岡草飛の謎 松浦寿輝著 文藝春秋 日本文芸書 2/25

16 うちの父が運転をやめません 垣谷美雨著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 2/21

17 今日も町の隅で 小野寺史宜著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 2/26

18 去年の雪 江國香織著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 2/26

19 三年長屋 梶よう子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 2/26

20 丸の内魔法少女ミラクリーナ 村田沙耶香著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 2/29

21 流浪の大地 本城雅人著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 2/26

22 絶対聖域 新堂冬樹著 講談社 日本文芸書 2/25

23 嫁ぐ日　狸穴あいあい坂 ４ 諸田玲子著 集英社 日本文芸書 3/3

24 発注いただきました！ 朝井リョウ著 集英社 日本文芸書 3/3

25 十字架のカルテ 知念実希人著 小学館 日本文芸書 3/11

26 自由に生きるための辞書　十字路が見える 北方謙三著 新潮社 日本文芸書 2/19

27 綴る女　評伝・宮尾登美子 林真理子著 中央公論新社 日本文芸書 2/17

28 ５０代、足していいもの、引いていいもの 岸本葉子著 中央公論新社 日本文芸書 2/5

29 たおやかに輪をえがいて 窪美澄著 中央公論新社 日本文芸書 2/17

30 海の十字架 安部龍太郎著 文藝春秋 日本文芸書 2/13

31 東京、はじまる 門井慶喜著 文藝春秋 日本文芸書 2/20

32 わかれ縁 西條奈加著 文藝春秋 日本文芸書 2/19

33 金子と裕而　歌に生き　愛に生き 五十嵐佳子著 朝日新聞出版 日本文芸書 2/5

34 愛するいのち、いらないいのち 冨士本由紀著 光文社 日本文芸書 2/18

35 暗黒残酷監獄 ※ 第２３回日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作品城戸凖吾著 光文社 日本文芸書 2/18

36 ポラリスが降り注ぐ夜 李琴峰著 筑摩書房 日本文芸書 2/27

37 戦時大捜査網 岡田秀文著 東京創元社 日本文芸書 2/26

38 新・紫式部日記 ※ 第１１回日経小説大賞受賞作品夏山かほる著 日本経済新聞出版社日本文芸書 2/21

39 東京普請日和 ※ 第１１回日経小説大賞受賞作品湊ナオ著 日本経済新聞出版社日本文芸書 2/21

40 小さき者たち 粕谷知世著 早川書房 日本文芸書 2/19

41 欺瞞の殺意 （ ミステリー・リーグ） 深木章子著 原書房 日本文芸書 2/14

42 空洞電車 朝倉宏景著 双葉社 日本文芸書 2/18

43 楡の墓 浮穴みみ著 双葉社 日本文芸書 2/18

44 道子の草文　石牟礼道子エッセイ集　第３巻 石牟礼道子著 平凡社 日本文芸書 2/5

45 長生きしたいわけではないけれど。 曽野綾子著 ポプラ社 日本文芸書 2/12

46 まむし三代記 木下昌輝著 朝日新聞出版 日本文芸書 2/5

47 晴れの日散歩 角田光代著 オレンジページ 日本文芸書 2/27

48 茶聖 伊東潤著 幻冬舎 日本文芸書 2/20
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49 ４　Ｕｎｉｑｕｅ　Ｇｉｒｌｓ　２ 山田詠美著 幻冬舎 日本文芸書 2/20

50 〈銀の鰊亭〉の御挨拶 小路幸也著 光文社 日本文芸書 2/18

51 帝都地下迷宮 中山七里著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 2/18

52 神域　上 真山仁著 毎日新聞出版 日本文芸書 2/26

53 神域　下 真山仁著 毎日新聞出版 日本文芸書 2/26

54 モリー、１００匹の猫を見つけた保護犬 コリン・ブッチャー著/杉田七重訳東京創元社 外国文芸書 2/17

55 夕陽の道を北へゆけ ジャニーン・カミンズ著/宇佐川晶子訳早川書房 外国文芸書 2/5

56 白い悪魔 （ ハヤカワ・ミステリ／ハメット賞受賞作品） ドメニック・スタンズベリー著/真崎義博訳早川書房 外国文芸書 2/5

57 チェリー ニコ・ウォーカー著/黒原敏行訳文藝春秋 外国文芸書 2/18

58 ザ・フォックス フレデリック・フォーサイス著/黒原敏行訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ外国文芸書 2/26

59 サンセット・パーク ポール・オースター著/柴田元幸訳新潮社 外国文芸書 2/27

60 たまごかけご飯だって、立派な自炊です。　たまごで養う自炊力白央篤司著 家の光協会 くらしの実用書 2/14

61 子どもも喜ぶ10分出汁ごはん 伏木暢顕著 小学館 くらしの実用書 2/10

62 はじめてでも必ず作れる　手作りバッグのきほん 赤峰清香著 日本文芸社 くらしの実用書 2/14

63 エイジレスではける　ウエストゴムのスカート＆パンツ（ 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 2/13

64 セットアップで着たい服 （ 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 2/17

65 疲れないからだになる　鉄分ごはん ワタナベマキ著/蒲池桂子監修家の光協会 くらしの実用書 2/14

66 自炊のトリセツ　おいしいごはんの法則 小田真規子著 池田書店 くらしの実用書 2/7

67 発酵あんこのおやつ 木村幸子著/藤井寛監修ＷＡＶＥ出版 くらしの実用書 2/14

68 被災したあなたを助けるお金とくらしの話 岡本正著 弘文堂 くらしの実用書 3/6

69 ５０歳からのからだ整え２品献立 藤井恵著 主婦と生活社 くらしの実用書 2/19

70 ３日で着られる、前で結ぶ　きちんと身につく着かたの教科書 木下着物研究所編著/木下勝博編著/木下紅子編著日本文芸社 くらしの実用書 2/14

71 今こそ持ちたい　手作りのエコバッグ （ 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 2/13

72 ６０分でわかる！　サブスクリプション リンクアップ著/宮崎琢磨監修技術評論社 ビジネス・くらしの経済2/3

73 図解入門　業界研究　最新　漁業の動向とカラクリがよ～くわかる本勝川俊雄著 秀和システム ビジネス・くらしの経済3/13

74 専門キャリアカウンセラーが教える　発達障害のあなたが職場で長く働く方法　　　　 木津谷岳著 秀和システム ビジネス・くらしの経済2/下

75 病気にかかるお金がわかる本 畠中雅子著/黒田尚子著主婦の友社 ビジネス・くらしの経済2/27

76 会社のＳＮＳ担当になったら はじめに読む本（仮） 落合正和著 すばる舎 ビジネス・くらしの経済2/18

77 １０年後に食える仕事　食えない仕事 渡邉正裕著 東洋経済新報社 ビジネス・くらしの経済2/27

78 決定版　野菜づくり大百科 板木利隆編 家の光協会 すまい・住宅・建築3/6

79 点・線・面 隈研吾著 岩波書店 すまい・住宅・建築2/7

80 世界の橋の秘密 ジュディス・デュプレ著/リンダ・フィグ著エクスナレッジ すまい・住宅・建築2/26

81 かゆいところに手が届く！　野菜作り　達人のスゴ技１００ 加藤正明著 ＮＨＫ出版 すまい・住宅・建築2/18

82 プロが教える！　多肉植物の育て方・楽しみ方　図鑑６5０種 向山幸夫監修 西東社 すまい・住宅・建築3/4

83 ハーブで楽しむ庭づくり 東山早智子監修 成美堂出版 すまい・住宅・建築2/20

84 みんなの園芸店　春夏秋冬を楽しむ庭づくり 大野八生作 福音館書店 すまい・住宅・建築2/12

85 もっと美しき小さな雑草の花図鑑 大作晃一著・写真/多田多恵子文山と溪谷社 すまい・住宅・建築2/17

86 シニアの狭心症・心筋梗塞　症状を鎮め、発作を防ごう（ 別冊ＮＨＫきょうの健康） 上妻謙監修/ＮＨＫ出版編ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学2/19

87 ＡＤＨＤの人の「やる気」マネジメント　（ 健康ライブラリー　　　　　「先延ばしグセ」を「すぐやる」にかえる！） 司馬理英子監修 講談社 健康と家庭の医学2/12

88 しくじらない飲み方　酒に逃げずに生きるには 斉藤章佳著 集英社 健康と家庭の医学3/3

89 カラー図解　痛み・鎮痛の教科書　しくみと治療法

上野博司監修/影山

幾男監修/守口龍三

監修

ナツメ社 健康と家庭の医学2/3

90 がんでも歩こう！　療養生活を豊かにする運動のすすめ 日本整形外科学会がんロコモワーキンググループほか著日経ＢＰマーケティング健康と家庭の医学3/16

91 ウルトラ図解　血液がん 神田善伸著 法研 健康と家庭の医学2/13

92 子どもの健全な成長のための　スポーツのすすめ（ 岩崎書店の子育てシリーズ） 田崎篤著 岩崎書店 教育と福祉 2/13

93 保育者のための外国人保護者支援の本 咲間まり子監修 かもがわ出版 教育と福祉 2/13

94 利用者・事業者必携！　介護保険サービスのしくみ デイリー法学選書編修委員会著三省堂 教育と福祉 2/18
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95 親子で！おうちで！さくっとできる！　超簡単　楽器づくり 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 2/17

96 図解　最新　契約のしくみと実務がわかる事典 森公任監修/森元みのり監修三修社 くらしの法律 2/20

97 知らないじゃすまされない！　中小企業のための改正民法の使い方　　　中小企業のための改正民法の使い方相木辰夫著/香川希理監修秀和システム くらしの法律 3/上

98 令和版　離婚ハンドブック 主婦の友社編/比留田薫監修主婦の友社 くらしの法律 2/25

99 ホームラン・ボールを拾って売ったら二重課税されるのか？ 浅妻章如著 中央経済社 くらしの法律 2/12

100 木簡　古代からの便り 奈良文化財研究所編岩波書店 歴史と紀行 2/26

101 一冊でわかるフランス史 （ 世界と日本がわかる国ぐにの歴史） 福井憲彦監修 河出書房新社 歴史と紀行 2/18

102 図説　マヤ文明　神々が宿る文明 （ ふくろうの本／世界の歴史） 嘉幡茂著 河出書房新社 歴史と紀行 2/17

103 移民の世界史 ロビン・コーエン監修/小巻靖子訳東京書籍 歴史と紀行 3/中

104 世界から消えゆく場所　万里の長城からグレート・バリア・リーフまで　　　万里の長城からグレート・バリア・リーフまでトラビス・エルボラフ著/湊麻里訳日経ＢＰマーケティング歴史と紀行 2/19

105 ビジュアル　パンデミック・マップ　伝染病の起源・拡大・根絶の歴史              伝染病の起源・拡大・根絶の歴史    サンドラ・ヘンペル著/竹田誠監修/竹田美文監修/関谷冬華訳日経ＢＰマーケティング歴史と紀行 2/13

106 ジオスケープ・ジャパン　地形写真家と巡る絶景ガイド 竹下光士著 山と溪谷社 歴史と紀行 2/14

107 漢字の植物苑　花の名前をたずねてみれば 円満字二郎著 岩波書店 日本の文化 2/19

108 不平等と再分配を考える経済学 トマ・ピケティ著/尾上修悟訳明石書店 現代社会 2/下

109 きらいな母を看取れますか？　関係がわるい母娘の最終章 寺田和代著 主婦の友社 現代社会 2/19

110 砂と人類 ヴィンス・バイザー著/藤崎百合訳草思社 現代社会 2/26

111 地図で見る中東ハンドブック ピエール・ブラン著/ジャン＝ポール・シャニョロー著/太田佐絵子訳原書房 現代社会 3/3

112 レアメタルの地政学　資源ナショナリズムのゆくえ※ ２０１８年フランス経済省「経済書籍賞」受賞作品ギヨーム・ピトロン著/児玉しおり訳原書房 現代社会 2/28

113 アフリカからアジアへ　現生人類はどう拡散したか（仮）（ 朝日選書 ） 西秋良宏編 朝日新聞出版 サイエンス 2/6

114 図解　身近にあふれる「放射線」が３時間でわかる本 児玉一八著 明日香出版社 サイエンス 2/21

115 はじめて学ぶ生物文化多様性 敷田麻実編著/湯本貴和編著/森重昌之著講談社 サイエンス 2/6

116 体内時計のミステリー　最新科学が明かす睡眠・肥満・季節適応ラッセル・Ｇ・フォスター著/レオン・クライツマン著/石田直理雄訳大修館書店 サイエンス 2/下

117 ツバメのひみつ 長谷川克著/森本元監修緑書房 サイエンス 2/21

118 図解入門　最新　ＣＡＳＥがよ～くわかる本 神崎洋治著 秀和システム テクノロジー 2/末

119 ＱＲコードの奇跡　モノづくり集団の発想転換が革新を生んだ 小川進著 東洋経済新報社 テクノロジー 2/13

120 日本の名画・名品を訪ねて　旅する日曜美術館　北海道・東北・関東・甲信越・北陸                       北海道・東北・関東・甲信越・北陸ＮＨＫ「日曜美術館」制作班編ＮＨＫ出版 芸術・スポーツ 2/25

121 日本の名画・名品を訪ねて　旅する日曜美術館　東海・近畿・中国・四国・九州                       東海・近畿・中国・四国・九州ＮＨＫ「日曜美術館」制作班編ＮＨＫ出版 芸術・スポーツ 2/25

122 ゼロから分かる！　図解クラシック音楽 宮本文昭著/富田隆著世界文化社 芸術・スポーツ 2/28

123 絶対！わかる　和声法１００のコツ 土田京子著 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芸術・スポーツ 2/17

124 生きつづけるキキ　ひとつの「魔女の宅急便」論 斉藤洋作 講談社 ライブラリアン 2/25

125 わたしのベスト３　作家が選ぶ名著名作 毎日新聞出版編/和田誠画毎日新聞出版 ライブラリアン 2/19

126 日本史を学ぶための図書館活用術　辞典・資料・データベース（仮）浜田久美子著 吉川弘文館 ライブラリアン 2/中

127 フラワーショップの亡霊 （ ナツカのおばけ事件簿１８） 斉藤洋作/かたおかまなみ絵あかね書房 児童読み物 2/下

128 こはるとちはる （ 恋の絵本 ） 白石一文作/北澤平祐絵/瀧井朝世編岩崎書店 児童読み物 2/14

129 ベネベントの魔物たち３　魔女の足音にご用心 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 2/17

130 ベネベントの魔物たち４　わがままな幽霊 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 2/17

131 砂漠のフルーツ狩りツアー （ トラブル旅行社１ ） 廣嶋玲子文/コマツシンヤ絵金の星社 児童読み物 2/28

132 いたずらのすきなけんちくか 安藤忠雄原作/はたこうしろう作小学館 児童読み物 2/25

133 へんかしら　そうかしら （ ひまわりえほんシリーズ） 内田麟太郎作/高部晴市絵鈴木出版 児童読み物 2/18

134 パパトラ 平田昌広文/きむらゆういち絵アリス館 児童読み物 2/14

135 プレストとゼスト　リンボランドをいく アーサー・ヨーリンクス文/モーリス・センダック文・絵/青山南訳岩波書店 児童読み物 2/5

136 さくらの谷 富安陽子文/松成真理子絵偕成社 児童読み物 2/5

137 サブキャラたちのグリム童話 斉藤洋作/広瀬弦絵 偕成社 児童読み物 2/18

138 らくごえほん　ごんべえだぬき 川端誠作・絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ児童読み物 2/26

139 へんなともだち　マンホーくん　ジハンキーのじゃくてんをさがせ（ わくわくライブラリー） 村上しいこ作/たかいよしかず絵講談社 児童読み物 2/18

140 スキップスキップ あまんきみこ作/黒井健絵ひさかたチャイルド児童読み物 2/18

141 きっと　あえる　わたりどりのともだち（ 日本傑作絵本シリーズ） 鎌田暢子作 福音館書店 児童読み物 2/12

142 さくらがさくと （ 福音館の科学シリーズ） とうごうなりさ作 福音館書店 児童読み物 2/5
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143 おひめさまになったワニ （ 世界傑作童話シリーズ） ローラ・エイミー・シュリッツ作/ブライアン・フロッカ絵/中野怜奈訳福音館書店 児童読み物 2/12

144 まいごのしにがみ いとうみく作/田中映理絵理論社 児童読み物 2/14

145 世界を変えた１５のたべもの ※ 第１回子どものための優良知育・イベロアメリカ賞受賞作品テレサ・ベネイテス文/フラビア・ソリーリャ絵/轟志津香訳/中野明正日本語版監修大月書店 児童ノンフィクション2/17

146 やっぱり・しごとば 鈴木のりたけ作・絵ブロンズ新社 児童ノンフィクション2/20

147 古代（縄文時代～平安時代） （ ビジュアル日本の住まいの歴史１ 全４巻４配） 小泉和子監修/家具道具室内史学会著ゆまに書房 児童ノンフィクション3/18

148 おひなさまの平安生活えほん ほりかわりまこ文・絵あすなろ書房 児童ノンフィクション2/中

149 キッズペディア　スポーツびっくり図鑑 小学館編 小学館 児童ノンフィクション2/18

150 科学でささえるオリンピック図鑑　２　器具 スポーツデザイン研究所編汐文社 児童ノンフィクション2/下

151 琉球という国があった （ たくさんのふしぎ傑作集） 上里隆史文/富山義則写真/一ノ関圭絵福音館書店 児童ノンフィクション2/5

152 グレタと立ち上がろう　気候変動の世界を救うための１８章 ヴァレンティナ・ジャンネッラ著/マヌエラ・マラッツィ絵/川野太郎訳岩崎書店 ヤングアダルト 2/14

153 ずっと見つめていた 森島いずみ作/しらこ絵偕成社 ヤングアダルト 2/18

154 赤の王 廣嶋玲子著 東京創元社 ヤングアダルト 2/10

155 三羽邦美の漢文ルール （ 心の友だちシリーズ） 三羽邦美著 ＰＨＰ研究所 ヤングアダルト 2/4

156 私と世界 （ 大人になるまでに読みたい１５歳の海外の詩　２　） 谷川俊太郎巻頭文/青木健編・解説ゆまに書房 ヤングアダルト 2/4

157 人生を変えた！わたしの外国語大陸周遊記（仮）（ １４歳の世渡り術 ） 松村圭一郎著/佐久間裕美子著/丸山ゴンザレス著河出書房新社 ヤングアダルト 2/19

158 てのひらに未来 工藤純子作/酒井以絵くもん出版 ヤングアダルト 2/27

159 朔と新（サクトアキ） いとうみく著 講談社 ヤングアダルト 2/4


