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1 芝居とその周辺 ( 井上ひさし発掘エッセイ・セレクション２) 井上ひさし著 岩波書店 日本文芸書 5/14

2 星をつなぐために ( 沢木耕太郎セッションズ〈訊いて，聴く〉４　シリーズ完結) 沢木耕太郎著 岩波書店 日本文芸書 6/11

3 紅蓮浄土　石山合戦記 天野純希著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 5/29

4 会いに行って　清流藤娘紀行 笙野頼子著 講談社 日本文芸書 6/16

5 湯けむり食事処　ヒソップ亭 秋川滝美著 講談社 日本文芸書 5/25

6 月の客 山下澄人著 集英社 日本文芸書 6/3

7 愉快な青春が最高の復讐！ 奥田亜希子著 集英社 日本文芸書 5/22

8 昨日壊れはじめた世界で 香月夕花著 新潮社 日本文芸書 5/20

9 組曲　わすれこうじ 黒田夏子著 新潮社 日本文芸書 5/27

10 新任警視 古野まほろ著 新潮社 日本文芸書 5/27

11 持続可能な魂の利用 松田青子著 中央公論新社 日本文芸書 5/18

12 任侠シネマ 今野敏著 中央公論新社 日本文芸書 5/18

13 カインの傲慢 中山七里著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 5/27

14 語らいサンドイッチ 谷瑞恵著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 5/28

15 きものが着たい 群ようこ著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 5/29

16 食っちゃ寝て書いて 小野寺史宜著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 5/27

17 ほたる茶屋　千成屋お吟 藤原緋沙子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 5/28

18 じんかん 今村翔吾著 講談社 日本文芸書 5/25

19 ダブル・トライ 堂場瞬一著 講談社 日本文芸書 5/25

20 家族じまい 桜木紫乃著 集英社 日本文芸書 6/3

21 不良 北野武著 集英社 日本文芸書 6/3

22 水を縫う 寺地はるな著 集英社 日本文芸書 5/22

23 こんぱるいろ、彼方 椰月美智子著 小学館 日本文芸書 5/14

24 迷子のままで 天童荒太著 新潮社 日本文芸書 5/20

25 妖の掟 誉田哲也著 文藝春秋 日本文芸書 5/12

26 死者との対話 石原慎太郎著 文藝春秋 日本文芸書 5/7

27 少年と犬 馳星周著 文藝春秋 日本文芸書 5/13

28 流星シネマ 吉田篤弘著 角川春樹事務所 日本文芸書 5/12

29 いのちの停車場 南杏子著 幻冬舎 日本文芸書 5/13

30 Ｔｈｅ　Ｙｏｕｎｇ　Ｗｏｍｅｎ’ｓ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ　山内マリコ・エッセイ集山内マリコ著 光文社 日本文芸書 5/25

31 おっぱい先生 泉ゆたか著 光文社 日本文芸書 5/19

32 なりゆきを生きる　「うゐの奥山」つづら折れ 玄侑宗久著 筑摩書房 日本文芸書 5/7

33 銀色の国 逸木裕著 東京創元社 日本文芸書 5/27

34 たかが殺人じゃないか　昭和２４年の推理小説 辻真先著 東京創元社 日本文芸書 5/27

35 あなたに会えて困った 藤崎翔著 双葉社 日本文芸書 5/19

36 おいしくて泣くとき 森沢明夫著 角川春樹事務所 日本文芸書 5/29

37 縄紋 真梨幸子著 幻冬舎 日本文芸書 5/27

38 侵略者 （アグレッサー） 福田和代著 光文社 日本文芸書 5/19

39 さよなら願いごと 大崎梢著 光文社 日本文芸書 5/19

40 結婚させる家 桂望実著 光文社 日本文芸書 5/19

41 まだ温かい鍋を抱いておやすみ 彩瀬まる著 祥伝社 日本文芸書 5/13

42 小説伊勢物語　業平 高樹のぶ子著 日経ＢＰマーケティング（発売）／日本経済新聞出版本部（発行）日本文芸書 5/11

43 きたきた捕物帖 宮部みゆき著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 5/28

44 蜜のように甘く（仮） イーディス・パールマン著/古屋美登里訳亜紀書房 外国文芸書 5/25

45 空腹ねずみと満腹ねずみ　上 ティムール・ヴェルメシュ著/森内薫訳河出書房新社 外国文芸書 5/15

46 空腹ねずみと満腹ねずみ　下 ティムール・ヴェルメシュ著/森内薫訳河出書房新社 外国文芸書 5/15

47 ウィトゲンシュタインの愛人 デイヴィッド・マークソン著/木原善彦訳国書刊行会 外国文芸書 5/

48 すべて内なるものは ※２０２０年全米批評家協会賞（小説部門）受賞作品エドウィージ・ダンティカ著/佐川愛子訳作品社 外国文芸書 6/上

49 アコーディオン弾きの息子 ( 新潮クレスト・ブックス) ベルナルド・アチャガ著/金子奈美訳新潮社 外国文芸書 5/27
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50 シャルロッテ ( エクス・リブリス／※ルノドー賞、高校生が選ぶゴンクール賞受賞作品) ダヴィド・フェンキノス著/岩坂悦子訳白水社 外国文芸書 5/23

51 メアリ・ジキルとマッド・サイエンティストの娘たち( 新☆ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ／※２０１８年度ローカス賞第一長篇部門受賞作品) シオドラ・ゴス著/鈴木潤訳/小川隆訳早川書房 外国文芸書 5/20

52 コロナの時代の僕ら パオロ・ジョルダーノ著/飯田亮介訳早川書房 外国文芸書 4/下

53 理由のない場所 イーユン・リー著/篠森ゆりこ訳河出書房新社 外国文芸書 5/15

54 おれの眼を撃った男は死んだ シャネル・ベンツ著/高山真由美訳東京創元社 外国文芸書 5/18

55 ライフ・アフター・ライフ ( 海外文学セレクション／※コスタ賞、サウス・バンク・スカイ・アーツ賞受賞作品) ケイト・アトキンソン著/青木純子訳東京創元社 外国文芸書 5/27

56 アンドロメダ病原体　変異　上 マイクル・クライトン著/ダニエル・Ｈ・ウィルソン著/酒井昭伸訳早川書房 外国文芸書 5/20

57 アンドロメダ病原体　変異　下 マイクル・クライトン著/ダニエル・Ｈ・ウィルソン著/酒井昭伸訳早川書房 外国文芸書 5/20

58 彼女たちの部屋 レティシア・コロンバニ著/齋藤可津子訳早川書房 外国文芸書 5/20

59 おいしくアレンジ！　まいにち使える江戸レシピ　奥村彪生の豆腐百珍卵百珍奥村彪生著 ＮＨＫ出版 くらしの実用書 5/26

60 高たんぱく質レシピ１５１ 主婦の友社編 主婦の友社 くらしの実用書 5/25

61 老鳥との暮らしかた　  穏やかで安心な環境づくりから、リハビリ、メンタルケアまで細川博昭著 誠文堂新光社 くらしの実用書 5/7

62 かぎ針で編むキッズリュック 日本ヴォーグ社 くらしの実用書 5/21

63 薫るスパイスレシピ 香取薫著 山と溪谷社 くらしの実用書 5/15

64 ＮＨＫすてきにハンドメイドセレクション　着心地かろやか　手縫いのおとな服( 生活実用シリーズ ) ＮＨＫ出版編 ＮＨＫ出版 くらしの実用書 5/19

65 ナチュラルおせんたく大全 本橋ひろえ著 主婦の友社 くらしの実用書 5/27

66 思わず見とれるゼリースイーツ 大越郷子著 誠文堂新光社 くらしの実用書 5/7

67 毎日新しいおいしさが見つかる！　たれ　ソース７００ 武蔵裕子著 永岡書店 くらしの実用書 5/

68 あなたのペットが迷子になっても　ペット探偵が出会った人と動物の愛の物語遠藤匡王著 緑書房 くらしの実用書 5/12

69 できるテレワーク入門　在宅勤務の導入・実践に役立つ本 法林岳之著/清水理史著/できるシリーズ編集部著インプレス ビジネス・くらしの経済5/22

70 脱自己流の資料作成術 　伝わるデザインと図解作成テクニック 山橋美穂著 ナツメ社 ビジネス・くらしの経済5/14

71 ネット興亡記 杉本貴司著 日本経済新聞出版本部（発行）／日経ＢＰマーケティング（発売）ビジネス・くらしの経済6/1

72 あたたかい暮らしのヒミツ 旭化成建材監修/首都大学東京建築学域須永研究室監修エクスナレッジ すまい・住宅・建築5/27

73 人生１００年時代の　６０歳からの家 湯山重行著 エクスナレッジ すまい・住宅・建築5/28

74 つるバラの選び方・育て方・仕立て方 　　　　　　　　　　　　　　　　　憧れのバラのアーチが作れる村上敏著 誠文堂新光社 すまい・住宅・建築5/7

75 今さら聞けない　肥料の話　きほんのき 農文協編 農山漁村文化協会 すまい・住宅・建築5/21

76 がんと闘う病院　都立駒込病院の挑戦 がん・感染症センター都立駒込病院編講談社 健康と家庭の医学5/27

77 図解よくわかる！　過敏性腸症候群でもう悩まない本 鳥居明監修 日東書院本社 健康と家庭の医学6/

78 認知症の人のイライラが消える接し方 ( 介護ライブラリー ) 植賀寿夫著 講談社 教育と福祉 5/26

79 発達障害の人の雇用と合理的配慮がわかる本 石井京子著/池嶋貫二著/林哲也著/村上由美著弘文堂 教育と福祉 5/26

80 佐々木正美の子育て百科　２　 子どもが１０歳になったら親が知っておきたいこと佐々木正美著 大和書房 教育と福祉 5/下

81 小児科医が伝える　オンリーワンの花を咲かせる子育て 松永正訓著 文藝春秋 教育と福祉 5/25

82 治したくない　ひがし町診療所の日々 斉藤道雄著 みすず書房 教育と福祉 5/11

83 親子で！おうちで！さくっとできる！　超簡単　音のゲームあそび井上明美著 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 5/15

84 おとめ六法 岸本学著/上谷さくら著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ くらしの法律 5/26

85 社会人の法律レッスン　会社法ビギナーズ　令和元年１２月法改正完全対応デイリー法学選書編修委員会編三省堂 くらしの法律 5/25

86 法改正対応！職場のハラスメント防止策と事後対応がわかる本 大槻哲也監修/コンデックス情報研究所編著成美堂出版 くらしの法律 5/上

87 一冊でわかるイタリア史 ( 世界と日本がわかる　国ぐにの歴史) 北原敦監修 河出書房新社 歴史と紀行 5/19

88 「人間相関図」で読み解く日本史 後藤寿一監修 ＰＨＰ研究所 歴史と紀行 6/9

89 古文書への招待 日本古文書学会編 勉誠出版 歴史と紀行 5/

90 古写真で見る幕末の城 古写真で見る幕末の城編集委員会編山川出版社 歴史と紀行 5/29

91 まじないの文化史　日本の呪術を読み解く( 本で楽しむ博物館 ) 新潟県立歴史博物館監修河出書房新社 日本の文化 5/14

92 美しい日本の言葉と情景 梅内美華子監修 ナツメ社 日本の文化 5/15

93 「やさしい日本語」表現事典 庵功雄編著/志賀玲子著丸善出版 日本の文化 6/17

94 妖怪絵草紙と怪談で楽しく学ぶ！　「くずし字」　読解のポイント齋藤均監修/山本明著メイツユニバーサルコンテンツ日本の文化 5/27

95 世界お酒ＭＡＰＳ　イラストでめぐる80杯の図鑑 ﾃﾞｭｰﾙ･ｺﾞﾍﾞｰﾙ＝ﾃｭﾙﾊﾟﾝ著/ｱﾄﾞﾘｱﾝ･ｸﾞﾗﾝ･ｼｭﾐｯﾄ･ﾋﾞｱﾝｷ著/ダコスタ吉村花子訳グラフィック社 世界の文化 5/上

96 宅地の防災学　都市と斜面の近現代 ( 学術選書 ) 釜井俊孝著 京都大学学術出版会現代社会 5/上

97 私たちはふつうに老いることができない 児玉真美著 大月書店 現代社会 5/22

98 ルポ　老人受刑者 斎藤充功著 中央公論新社 現代社会 5/1
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99 カイコの科学 日本蚕糸学会編 朝倉書店 サイエンス 5/30

100 歴史上の科学者たちから学ぶ魅力的な理科実験 川村康文著 オーム社 サイエンス 5/下

101 食品添加物はなぜ嫌われるのか ( ＤＯＪＩＮ選書 ) 畝山智香子著 化学同人 サイエンス 5/20

102 カビの取扱説明書 浜田信夫著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ サイエンス 5/28

103 激甚気象はなぜ起こる ( 新潮選書 ) 坪木和久著 新潮社 サイエンス 5/27

104 雷 小林文明著 成山堂書店 サイエンス 5/下

105 動物の言葉　ナショナルジオグラフィック日本版( 日経ＢＰムック　ナショナルジオグラフィック別冊) 日経ＢＰマーケティングサイエンス 5/22

106 重機図説　世界の極大級・極小級マシン グラフィック社編集部編グラフィック社 テクノロジー 5/8

107 図解入門　よくわかる　最新センサ技術の基本と仕組み 松本光春著 秀和システム テクノロジー 5/27

108 評伝　一龍齋貞水　講談人生六十余年 塩崎淳一郎著 岩波書店 芸術・スポーツ 6/5

109 美術の経済　名画を生み出すお金の話 ( できるビジネス ) 小川敦生著 インプレス 芸術・スポーツ 5/22

110 赤羽末吉　絵本への一本道 ( コロナ・ブックス ) コロナ・ブックス編集部編平凡社 芸術・スポーツ 5/20

111 公立図書館における指定管理者制度　 導入館と非導入館が提供するサービスの比較水沼友宏著 樹村房 ライブラリアン 5/下

112 はじまりの夏 ( 読書の時間 ) 吉田道子文/大野八生絵あかね書房 児童読み物 5/下

113 いし ( 中川ひろたかのせいかつかがく絵本シリーズ) 中川ひろたか作/高畠那生絵アリス館 児童読み物 5/29

114 まっくろいたちのレストラン ( 恋の絵本３　全５巻完結) 島本理生作/平岡瞳絵/瀧井朝世編岩崎書店 児童読み物 5/14

115 妖怪のど自慢 広瀬克也作・絵 絵本館 児童読み物 6/5

116 クラクフのりゅう　ポーランドの昔話 アンヴィル奈宝子文・絵偕成社 児童読み物 5/21

117 くまのこ３きょうだい　ふねのきょうそう 中川ひろたか作/中川貴雄絵教育画劇 児童読み物 6/10

118 囚われのアマル アイシャ・サイード作/相良倫子訳さ・え・ら書房 児童読み物 5/上

119 オニのふろめぐり 岡田よしたか作・絵 小学館 児童読み物 5/26

120 秘密のノート ジョー・コットリル作/杉田七重訳小学館 児童読み物 6/3

121 花のすきなおおかみ きむらゆういち文/葉祥明絵新日本出版社 児童読み物 5/12

122 戦争にいったうま いしいゆみ作/大庭賢哉絵静山社 児童読み物 6/1

123 おたすけこびととおべんとう なかがわちひろ文/コヨセ・ジュンジ絵徳間書店 児童読み物 5/29

124 ムカムカ　ドッカーン！ ミレイユ・ダランセ文・絵/ふしみみさを訳/安藤俊介解説パイインターナショナル児童読み物 5/18

125 こうまのマハバット 市川里美作・絵 ＢＬ出版 児童読み物 6/中

126 チャーリー、こっちだよ キャレン・レヴィス作/チャールズ・サントソ絵/岩城義人訳ＢＬ出版 児童読み物 5/25

127 グリム童話　あかずきん ( 日本傑作絵本シリーズ) 大塚勇三訳/堀内誠一絵 福音館書店 児童読み物 5/13

128 ダヤン、奇妙な夢をみる ( ダヤンの冒険物語 ) 池田あきこ作・絵 ほるぷ出版 児童読み物 5/20

129 とうちゃんは　むしゃんよか 内田麟太郎文/西村繁男絵光村教育図書 児童読み物 5/22

130 とのさまぶたまん 長野ヒデ子作・絵 あすなろ書房 児童読み物 5/下

131 おんどり あるくよ リチャード・スキャリー文・絵/木坂涼訳好学社 児童読み物 5/18

132 教室の日曜日　パンツをはいた宇宙人 ( わくわくライブラリー) 村上しいこ作/田中六大絵講談社 児童読み物 5/19

133 くろりすくんとしまりすくん いとうひろし作 講談社 児童読み物 5/26

134 春の嵐（仮） ( ペンダーウィックの四姉妹４) ジーン・バーズオール作/代田亜香子訳小峰書店 児童読み物 5/22

135 みずをくむプリンセス スーザン・ヴァーデ文/ピーター・Ｈ・レイノルズ絵/さくまゆみこ訳さ・え・ら書房 児童読み物 5/20

136 雨女とホームラン 吉野万理子著/嶽まいこ絵静山社 児童読み物 5/20

137 ぼくたちの緑の星 小手鞠るい作/片山若子絵童心社 児童読み物 5/19

138 ネバーウェディングストーリー ( モールランド・ストーリー３　全３巻完結) ひこ・田中作/中島梨絵絵福音館書店 児童読み物 5/20

139 トリコロールをさがして ( ポプラ物語館 ) 戸森しるこ作/結布絵ポプラ社 児童読み物 5/27

140 うりの　つる　くるくる 田島征三作・絵 光村教育図書 児童読み物 5/22

141 さがす 長倉洋海写真・文 アリス館 児童ノンフィクション5/21

142 花を楽しむ野菜図鑑　タネまきから収穫まで 岩槻秀明著 いかだ社 児童ノンフィクション5/14

143 どこからきたの？　おべんとう 鈴木まもる文・絵 金の星社 児童ノンフィクション5/28

144 ７年目のランドセル　 ランドセルは海を越えて、アフガニスタンで始まる新学期内堀タケシ写真・文 国土社 児童ノンフィクション5/29

145 こどもたちと楽しむ　知れば知るほど　お相撲ことば 「おすもうさん」編集部編著/大山進監修/神永暁監修ベースボール・マガジン社児童ノンフィクション5/12

146 つかう？やめる？かんがえよう　プラスチック キム・ウンジュ文/イ・ジウォン絵/田崎智宏監修/清水知佐子訳ほるぷ出版 児童ノンフィクション5/20

147 琉球・沖縄　もっと知りたい！くらしや歴史( 調べる学習百科 ) 上里隆史監修 岩崎書店 児童ノンフィクション5/15
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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

148 みんなでウィルスとたたかおう！　 きみと、きみの好きなひとたちが無事であるために（仮）エロイーズ・マグレガー文/青山南訳化学同人 児童ノンフィクション5/20

149 コンパスが南をさすとき　地球のＮ極とＳ極が引っくり返るなぞに挑む( くもんジュニアサイエンス　　　　　) 陰山聡著 くもん出版 児童ノンフィクション5/15

150 料理はすごい！　 シェフが先生！小学生から使える、子どものためのはじめての料理本（仮）柴田書店編 柴田書店 児童ノンフィクション5/上

151 虫のしわざ図鑑 新開孝写真・文 少年写真新聞社 児童ノンフィクション6/11

152 赤毛証明 光丘真理著 くもん出版 ヤングアダルト 5/27

153 ばかみたいって言われてもいいよ　２ 吉田桃子著 講談社 ヤングアダルト 5/18

154 １０代から身につけたい　ギリギリな自分を助ける方法 井上祐紀著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ヤングアダルト 5/25

155 僕たちの部活動改革　生徒が切り拓く部活自治の世界 神谷拓著 かもがわ出版 ヤングアダルト 5/1

156 美術館って、おもしろい！ モラヴィア美術館著/阿部賢一訳/須藤輝彦訳河出書房新社 ヤングアダルト 5/20

157 空のあらゆる鳥を ( 創元海外ＳＦ叢書／※2017年ネビュラ賞長編部門、ローカス賞ファンタジイ長編部門受賞作品) チャーリー・ジェーン・アンダーズ著/市田泉訳東京創元社 ヤングアダルト 5/7


