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1 達人、かく語りき　 ( 沢木耕太郎セッションズ〈訊いて、聴く〉 １) 沢木耕太郎著 岩波書店 日本文芸書 3/10

2 青春の言葉たち　 ( 沢木耕太郎セッションズ〈訊いて、聴く〉 ２) 沢木耕太郎著 岩波書店 日本文芸書 3/10

3 愚か者の城 矢野隆著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/26

4 大一揆 平谷美樹著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/26

5 あなたが私を竹槍で突き殺す前に 李龍徳著 河出書房新社 日本文芸書 3/中

6 ブラッド・ロンダリング　警視庁捜査一課　殺人犯捜査二係 吉川英梨著 河出書房新社 日本文芸書 3/16

7 私たちの望むものは 小手鞠るい著 河出書房新社 日本文芸書 3/5

8 帝国 花村萬月著 講談社 日本文芸書 3/17

9 チンギス紀　７　虎落 北方謙三著 集英社 日本文芸書 3/26

10 ホテル・アルカディア 石川宗生著 集英社 日本文芸書 3/26

11 雪と心臓 生馬直樹著 集英社 日本文芸書 4/1

12 いつでも母と 山口恵以子著 小学館 日本文芸書 3/3

13 羊の国のイリヤ 福澤徹三著 小学館 日本文芸書 3/23

14 希望のゆくえ 寺地はるな著 新潮社 日本文芸書 3/23

15 道行きや 伊藤比呂美著 新潮社 日本文芸書 3/23

16 約束の果て　黒と紫の国 ※ 日本ファンタジーノベル大賞２０１９受賞作品高丘哲次著 新潮社 日本文芸書 3/23

17 小鳥、来る 山下澄人著 中央公論新社 日本文芸書 3/5

18 静かなる太陽 霧島兵庫著 中央公論新社 日本文芸書 3/18

19 北条氏康　二世継承篇 富樫倫太郎著 中央公論新社 日本文芸書 3/16

20 惚れるマナー 柴崎友香著/ねじめ正一著/島本理生著/松任谷正隆著/湯山玲子ほか著中央公論新社 日本文芸書 3/5

21 笑って生ききる 瀬戸内寂聴著 中央公論新社 日本文芸書 3/16

22 地に這うものの記録 田中慎弥著 文藝春秋 日本文芸書 3/24

23 絶対猫から動かない 新井素子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/26

24 天稟 幸田真音著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/26

25 暴虎の牙 柚月裕子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/25

26 ピエタとトランジ　完全版 藤野可織著 講談社 日本文芸書 3/10

27 誘拐屋のエチケット 横関大著 講談社 日本文芸書 3/23

28 いかがなものか 群ようこ著 集英社 日本文芸書 3/26

29 怖い患者 久坂部羊著 集英社 日本文芸書 4/1

30 できない男 額賀澪著 集英社 日本文芸書 3/26

31 透明な夜の香り 千早茜著 集英社 日本文芸書 4/1

32 ＭＩＳＳＩＮＧ　失われているもの 村上龍著 新潮社 日本文芸書 3/18

33 流人道中記　上 浅田次郎著 中央公論新社 日本文芸書 3/5

34 流人道中記　下 浅田次郎著 中央公論新社 日本文芸書 3/5

35 よその島 井上荒野著 中央公論新社 日本文芸書 3/5

36 罪人の選択 貴志祐介著 文藝春秋 日本文芸書 3/25

37 夜明けのＭ 林真理子著 文藝春秋 日本文芸書 3/9

38 心にいつも猫をかかえて 村山早紀著 エクスナレッジ 日本文芸書 4/1

39 ピカソになれない私たち 一色さゆり著 幻冬舎 日本文芸書 3/2

40 老いてこそ生き甲斐 石原慎太郎著 幻冬舎 日本文芸書 3/24

41 エンドレス・スリープ（仮） 辻寛之著 光文社 日本文芸書 3/23

42 天下取（仮） 村木嵐著 光文社 日本文芸書 3/23

43 ミック・エイヴォリーのアンダーパンツ 乗代雄介著 国書刊行会 日本文芸書 3/下

44 チームⅢ 堂場瞬一著 実業之日本社 日本文芸書 3/5

45 礼儀正しい空き巣の死 樋口有介著 祥伝社 日本文芸書 3/11

46 風と双眼鏡、膝掛け毛布 梨木香歩著 筑摩書房 日本文芸書 3/16

47 旅ごはん 小川糸著 白泉社 日本文芸書 3/4

48 図書室のバシラドール 竹内真著 双葉社 日本文芸書 3/17

49 緋色の残響 長岡弘樹著 双葉社 日本文芸書 3/17
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50 時代へ、世界へ、理想へ　同時代クロニクル２０１９→２０２０高村薫著 毎日新聞出版 日本文芸書 3/17

51 ひこばえ　上 重松清著 朝日新聞出版 日本文芸書 3/4

52 ひこばえ　下 重松清著 朝日新聞出版 日本文芸書 3/4

53 夜がどれほど暗くても 中山七里著 角川春樹事務所 日本文芸書 3/11

54 あの絵のまえで 原田マハ著 幻冬舎 日本文芸書 3/18

55 女神のサラダ 瀧羽麻子著 光文社 日本文芸書 3/23

56 鬼棲むところ（仮） 朱川湊人著 光文社 日本文芸書 3/23

57 クスノキの番人 東野圭吾著 実業之日本社 日本文芸書 3/17

58 東京ホロウアウト 福田和代著 東京創元社 日本文芸書 3/17

59 公安無頼（仮） 笹本稜平著 徳間書店 日本文芸書 3/26

60 三兄弟の僕らは（仮） 小路幸也著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 3/17

61 秋 （仮） ( 新潮クレスト・ブックス) アリ・スミス著/木原善彦訳 新潮社 外国文芸書 3/23

62 無の国の門　引き裂かれた祖国シリアへの旅※ ２０１６年度フランス最優秀外国文学賞（エッセイ部門）受賞作品サマル・ヤズベク著/柳谷あゆみ訳 白水社 外国文芸書 3/上

63 よそ者たちの愛 ※ エクス・リブリス／ブレーメン文学賞受賞作品テレツィア・モーラ著/鈴木仁子訳白水社 外国文芸書 3/24

64 月の光　現代中国ＳＦアンソロジー ( 新☆ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ) ケン・リュウ編/劉慈欣ほか編/大森望訳/中原尚哉ほか訳早川書房 外国文芸書 3/17

65 リスからアリへの手紙 トーン・テレヘン著/柳瀬尚紀訳河出書房新社 外国文芸書 3/24

66 歌え、葬られぬ者たちよ、歌え ※ ２０１７年度全米図書賞受賞作品ジェスミン・ウォード著/石川由美子訳作品社 外国文芸書 3/下

67 ザリガニの鳴くところ ディーリア・オーエンズ著/友廣純訳早川書房 外国文芸書 3/4

68 食材保存大全 沼津りえ著 主婦の友社 くらしの実用書 3/24

69 映（バ）える！おいしい！こんにゃく食堂 柳澤英子著 小学館 くらしの実用書 3/17

70 伝説の家政婦　志麻さんがうちに来た！ワーママでも簡単！子どもが喜ぶおうちレシピ６１タサン志麻著 世界文化社 くらしの実用書 3/19

71 ひとり料理　超入門　簡単、健康、ときには贅沢 千葉道子著 農山漁村文化協会 くらしの実用書 3/25

72 魚焼きグリルで朝ラク弁当（仮） 武蔵裕子著 ＰＨＰ研究所 くらしの実用書 3/19

73 光るサラダ　サラダ上手になるための26のヒント 有元葉子著 文化出版局 くらしの実用書 3/6

74 ベイクドフルーツで作るお菓子 栗山有紀著 文化出版局 くらしの実用書 3/12

75 焼売、ときどきチャーハン 五十嵐美幸著 主婦の友社 くらしの実用書 3/30

76 写真の整理は、こんなに楽しい！人生を１冊でふりかえる手作りアルバム　藤井千代江著 青春出版社 くらしの実用書 3/19

77 作ってみませんか　新しい服 茅木真知子著 文化出版局 くらしの実用書 3/12

78 自分らしく働く　ＬＧＢＴの就活・転職の不安が解消する本 星賢人著 翔泳社 ビジネス・くらしの経済3/16

79 夫婦１年目のお金の教科書　夫婦生活はお金の相性で決まる！ 坂下仁著 ダイヤモンド社 ビジネス・くらしの経済3/11

80 ＤＩＹ収納の作り方＆アイデア ( 学研ムック　ＤＩＹシリーズ) ドゥーパ！編集部編 学研プラス すまい・住宅・建築3/28

81 園芸　もっと咲かせる　「コツ」の科学　育てることがうれしくなる上田善弘著 講談社 すまい・住宅・建築3/25

82 イラストでわかるビル設備 井上国博著/打矢瀅二著/本田嘉弘著/三上孝明著/山田信亮著ナツメ社 すまい・住宅・建築3/9

83 図解よくわかる　スマート農業　デジタル化が実現する儲かる農業三輪泰史編著/日本総合研究所研究員著日刊工業新聞社 すまい・住宅・建築3/27

84 トコトンやさしい地盤工学の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 安田進著 日刊工業新聞社 すまい・住宅・建築3/27

85 大動脈瘤と大動脈解離がよくわかる本 ( 健康ライブラリーイラスト版) 大木隆生監修 講談社 健康と家庭の医学 3/24

86 女の子が知っておきたい卵子のハナシ。 浅田義正著 主婦の友社 健康と家庭の医学 3/4

87 膵臓がん・胆道がん 神澤輝実監修 主婦の友社 健康と家庭の医学 3/26

88 乳がん　病後のケアと食事 佐伯俊昭著 法研 健康と家庭の医学 3/10

89 「若者／支援」を読み解くブックガイド 阿比留久美編/岡部茜編/御旅屋達編/原未来編/南出吉祥編かもがわ出版 教育と福祉 3/6

90 おひとりさまの大往生　ガイドＢＯＯＫ 村松静子監修 主婦の友社 教育と福祉 3/9

91 「スマホが欲しい」と言われたら 小木曽健著/おぐらなおみ著小学館 教育と福祉 3/30

92 地域福祉マネジメント　地域福祉と包括的支援体制 平野隆之著 有斐閣 教育と福祉 3/23

93 図解で早わかり　働き方改革法・会社法改正に対応！　　　　　　　　　　　最新　会社法務の基本と実務森公任監修/森元みのり監修三修社 くらしの法律 3/19

94 サクッと早わかり！　パワハラ防止法の労務管理がわかる本 岡田良則著 自由国民社 くらしの法律 3/17

95 元外交官が教える　日本の１２歴史エピソード（仮） 山中俊之著 朝日新聞出版 歴史と紀行 3/17

96 明智光秀と細川ガラシャ　悲劇の戦国ヒロインの虚像と実現( 筑摩選書 ) 井上章一著/郭南燕著/呉座勇一著/フレデリック・クレインス著筑摩書房 歴史と紀行 3/12

97 壁の世界史 イアン・ヴォルナー著/山田文訳中央公論新社 歴史と紀行 3/16

98 統計の歴史 オリヴィエ・レイ著/原俊彦監修/池畑奈央子訳原書房 歴史と紀行 3/23
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99 独裁者が変えた世界史　上 オリヴィエ・ゲス編/神田順子訳/清水珠代ほか訳 原書房 歴史と紀行 3/24

100 独裁者が変えた世界史　下 オリヴィエ・ゲス編/神田順子訳/田辺希久子ほか訳原書房 歴史と紀行 3/24

101 旧国名でみる日本地図帳　お国アトラス 平凡社編 平凡社 歴史と紀行 3/25

102 巖谷小波（イワヤサザナミ）　おとぎの世界 金成妍著 求龍堂 日本の文化 3/10

103 にっぽんアニメ創生記 渡辺泰著/松本夏樹著集英社 日本の文化 3/3

104 カムイの世界を旅する　アイヌ、語り継ぐ言葉（仮）( とんぼの本 ) 堀内みさ著/堀内昭彦著新潮社 日本の文化 3/23

105 神道の中世　伊勢神宮・吉田神道・中世日本紀( 中公選書 ) 伊藤聡著 中央公論新社 日本の文化 3/5

106 ようこそきものの世界へ　英訳付 長崎巌著 東京美術 日本の文化 3/18

107 世界ことわざ比較辞典 日本ことわざ文化学会編/時田昌瑞監修/山口政信監修岩波書店 世界の文化 3/26

108 同僚は外国人。10年後、ニッポンの職場はどう変わる！？ 細井聡著 ＣＣＣメディアハウス現代社会 3/27

109 地域で支える　子どもの貧困　 　　　　　　　　　　　　　これからの地域連携の課題と実践南野奈津子編/結城康博編ぎょうせい 現代社会 3/下

110 音と音楽の科学 岩宮眞一郎著 技術評論社 サイエンス 3/2

111 ｉＰＳ細胞の研究室 山中伸弥監修/京都大学ｉＰＳ細胞研究所編東京書籍 サイエンス 3/26

112 火山の科学 ( おもしろサイエンス ) 西川有司著 日刊工業新聞社 サイエンス 3/24

113 通信設備が一番わかる 真江島光著/坂林和重著技術評論社 テクノロジー 3/6

114 いちばんやさしいキャンプ入門 長谷部雅一著 新星出版社 芸術・スポーツ 4/1

115 画家とモデル　宿命の出会い 中野京子著 新潮社 芸術・スポーツ 3/23

116 知っておきたい！　手書きの常識 平形精逸著 東京書籍 芸術・スポーツ 3/26

117 ロンドン・ナショナル・ギャラリー ( 別冊太陽 ) 小池寿子著/高橋明也著平凡社 芸術・スポーツ 3/上

118 山のリスクマネジメント ( ヤマケイ登山学校 ) 山と溪谷社編 山と溪谷社 芸術・スポーツ 3/11

119 かふんとみつ 飯野和好作・絵 絵本塾出版 児童読み物 3/25

120 はりねずみのルーチカ　トゥーリのひみつ( わくわくライブラリー) かんのゆうこ作/北見葉胡絵講談社 児童読み物 3/9

121 たまごにいちゃんとげんちゃん ( 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 3/16

122 うさぎになったゆめがみたいの おくはらゆめ作 ＢＬ出版 児童読み物 4/10

123 おいで、アラスカ！ ( フレーベル館文学の森／２０１７年オランダ銀の石筆賞受賞作品) アンナ・ウォルツ作/谷口正造絵/野坂悦子訳フレーベル館 児童読み物 3/中

124 オオカミの時間　今そこにある不思議集 三田村信行著/佐々木マキ絵理論社 児童読み物 3/16

125 とりあえずありがとう 五味太郎作 絵本館 児童読み物 3/13

126 紙ひこうき、きみへ 野中柊作/木内達朗絵偕成社 児童読み物 3/23

127 えんそくのおばけずかん ( どうわがいっぱい ) 斉藤洋作/宮本えつよし絵講談社 児童読み物 3/30

128 いろどり屋　十年屋と魔法街の住人たち　２ 廣嶋玲子作/佐竹美保絵静山社 児童読み物 3/10

129 春がきたよ、ムーミントロール ( ムーミンのおはなしえほん) トーベ・ヤンソン原作・絵/ラルス・ヤンソン原作・絵/当麻ゆか訳徳間書店 児童読み物 3/6

130 ちょきんばこのたびやすみ ( ＰＨＰとっておきのどうわ) 村上しいこ作/長谷川義史絵ＰＨＰ研究所 児童読み物 3/11

131 エミリーとはてしない国 ( ポプラせかいの文学 ) ケイト・ソーンダズ作/北見葉胡絵/田中奈津子訳ポプラ社 児童読み物 3/2

132 オランウータンに会いたい 久世濃子著 あかね書房 児童ノンフィクション3/下

133 ヒグマ ( 北国からの動物記１０ 完結) 竹田津実文・写真 アリス館 児童ノンフィクション3/23

134 絵でわかる　建物の歴史 Ｂａｒｄｉ Ｉ Ｍｉｌａ著エクスナレッジ 児童ノンフィクション3/27

135 くさい！　だれでもなんでも、においパワーがばくはつだ！ クライヴ・ギフォード著/ピート・ガムレン著河出書房新社 児童ノンフィクション3/16

136 目で見るＳＤＧｓ時代の環境問題 ジェス・フレンチ著/大塚道子訳さ・え・ら書房 児童ノンフィクション3/中

137 科学でささえるオリンピック図鑑　３　用具( 全３巻　完結 ) 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3/19

138 ぜんぶわかる！　ジャガイモ ( しぜんのひみつ写真館１０ 完結) 安田守著/森元幸監修ポプラ社 児童ノンフィクション3/15

139 動物の看護師さん　動物・飼い主・獣医師をつなぐ６つの物語 保田明恵著 大月書店 ヤングアダルト 3/13

140 ばかみたいって言われてもいいよ　１ 吉田桃子著 講談社 ヤングアダルト 3/9

141 銀をつむぐ者　上　氷の王国と魔法の銀 ナオミ・ノヴィク著/那波かおり訳静山社 ヤングアダルト 3/18

142 銀をつむぐ者　下　スターリクの王妃 ナオミ・ノヴィク著/那波かおり訳静山社 ヤングアダルト 3/18

143 コピーボーイ ( ＳＴＡＭＰ　ＢＯＯＫＳ) ヴィンス・ヴォーター作/原田勝訳岩波書店 ヤングアダルト 3/24

144 生きる力を身につける　１４歳からの読解力教室 犬塚美輪著/松本セイジイラスト笠間書院 ヤングアダルト 3/27

145 ぼくたちがギュンターを殺そうとした日 ヘルマン・シュルツ作/渡辺広佐訳徳間書店 ヤングアダルト 3/6

146 アーニャは、きっと来る マイケル・モーパーゴ作/佐藤見果夢訳評論社 ヤングアダルト 3/27

147 ドーナツの歩道橋 ( ｔｅｅｎｓ’　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ) 升井純子作 ポプラ社 ヤングアダルト 3/24


