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1 ＫＩＬＬＴＡＳＫ 行成薫著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 6/30

2 あがない 倉数茂著 河出書房新社 日本文芸書 6/10

3 あめつちのうた 朝倉宏景著 講談社 日本文芸書 6/15

4 これはミステリではない 竹本健治著 講談社 日本文芸書 7/13

5 晴れ、時々くらげを呼ぶ ※第１４回小説現代長編新人賞受賞作品鯨井あめ著 講談社 日本文芸書 6/15

6 ｐｒａｙ　ｈｕｍａｎ 崔実著 講談社 日本文芸書 7/13

7 全部ゆるせたらいいのに 一木けい著 新潮社 日本文芸書 6/17

8 どうぞ愛をお叫びください 武田綾乃著 新潮社 日本文芸書 6/29

9 プロジェクト・インソムニア 結城真一郎著 新潮社 日本文芸書 6/15

10 憂き夜に花を 吉川永青著 中央公論新社 日本文芸書 6/5

11 音速の刃 未須本有生著 文藝春秋 日本文芸書 6/25

12 代表取締役アイドル 小林泰三著 文藝春秋 日本文芸書 6/3

13 オールドタイムズ（仮） 本城雅人著 講談社 日本文芸書 7/13

14 チーム・オベリベリ 乃南アサ著 講談社 日本文芸書 6/30

15 オフマイク 今野敏著 集英社 日本文芸書 7/1

16 黄色い夜 宮内悠介著 集英社 日本文芸書 7/1

17 ホーム 堂場瞬一著 集英社 日本文芸書 6/24

18 ボニン浄土 宇佐美まこと著 小学館 日本文芸書 6/12

19 物語の海を泳いで 角田光代著 小学館 日本文芸書 6/26

20 サキの忘れ物 津村記久子著 新潮社 日本文芸書 6/25

21 欲が出ました（仮） ヨシタケシンスケ著 新潮社 日本文芸書 6/25

22 囚われの山 伊東潤著 中央公論新社 日本文芸書 6/19

23 夢は捨てたと言わないで 安藤祐介著 中央公論新社 日本文芸書 6/19

24 日本蒙昧前史 磯﨑憲一郎著 文藝春秋 日本文芸書 6/24

25 死という最後の未来 石原慎太郎著 曽野綾子著幻冬舎 日本文芸書 6/下

26 せきれいの詩 村木嵐著 幻冬舎 日本文芸書 6/下

27 ヒカリ 花村萬月著 光文社 日本文芸書 6/22

28 遺品博物館 ( 創元クライム・クラブ) 太田忠司著 東京創元社 日本文芸書 6/10

29 ティンカー・ベル殺し ( 創元クライム・クラブ) 小林泰三著 東京創元社 日本文芸書 6/26

30 鶴屋南北の殺人 ( ミステリー・リーグ) 芦辺拓著 原書房 日本文芸書 6/16

31 生かさず、殺さず 久坂部羊著 朝日新聞出版 日本文芸書 6/3

32 奈落で踊れ 月村了衛著 朝日新聞出版 日本文芸書 6/3

33 スクリプター事件Ｆｉｌｅ 長岡弘樹著 角川春樹事務所 日本文芸書 6/15

34 ヒポクラテスの試練 中山七里著 祥伝社 日本文芸書 6/10

35 夜の向こうの蛹たち 近藤史恵著 祥伝社 日本文芸書 6/12

36 とむらい屋颯太　漣のゆくえ 梶よう子著 徳間書店 日本文芸書 6/9

37 黙示 今野敏著 双葉社 日本文芸書 6/16

38 その日の予定　事実にもとづく物語 ※２０１７年ゴンクール賞受賞作品エリック・ヴュイヤール著 塚原史訳岩波書店 外国文芸書 6/23

39 丁庄（テイショウ）の夢 閻連科著 谷川毅訳 河出書房新社 外国文芸書 6/22

40 三体２　黒暗森林　上 劉慈欣著 大森望訳 立原透耶訳 上原かおり訳 泊功訳早川書房 外国文芸書 6/17

41 三体２　黒暗森林　下 劉慈欣著 大森望訳 立原透耶訳 上原かおり訳 泊功訳早川書房 外国文芸書 6/17

42 パチンコ　上 ミン・ジン・リー著 池田真紀子訳文藝春秋 外国文芸書 7/

43 パチンコ　下 ミン・ジン・リー著 池田真紀子訳文藝春秋 外国文芸書 7/

44 こねずにできる ふんわりもちもち　フォカッチャ 池田愛実著 家の光協会 くらしの実用書 6/15

45 野菜の栄養素　まるごと便利帳 吉田企世子著 エクスナレッジ くらしの実用書 6/30

46 桃のお菓子づくり 今井ようこ著 藤沢かえで著誠文堂新光社 くらしの実用書 6/9

47 キッチンガーデン発 元気のレシピ おいしいハーブ暮らし１２か月 北村光世著 世界文化社 くらしの実用書 6/26

48 ズボラさんでもＯＫ！ オハラ式・着物の片付け収納＆お手入れお直しオハラリエコ著 世界文化社 くらしの実用書 6/10

49 調味料保存＆使い切りのアイデア帖 島本美由紀著 パイインターナショナルくらしの実用書 6/11
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50 おいしいサブレの秘密（仮） 下園昌江著 文化出版局 くらしの実用書 6/5

51 皮膚科専門医が教える　メンズスキンケア　パーフェクトガイド 小林智子著 法研 くらしの実用書 6/11

52 絶品おかずはめんつゆで 市瀬悦子著 学研プラス くらしの実用書 6/23

53 身近な人が亡くなった後の遺品整理 奥村拓著 自由国民社 くらしの実用書 6/24

54 そうざい麺 ひと皿で主食にもおかずにもなる、かんたん麺レシピ８０　　　 ワタナベマキ著 主婦と生活社 くらしの実用書 6/26

55 あるものだけで作れる平日ごはん 市瀬悦子著 主婦の友社 くらしの実用書 6/24

56 １日でぬえる！ 簡単楽ちんワンピース　おしゃれなアッパッパ コアコア著 主婦の友社 くらしの実用書 6/24

57 野菜が長持ち＆使い切るコツ、教えます！ 島本美由紀著 小学館 くらしの実用書 6/4

58 今日から始めるソーイング　ミシン１年生 日本ヴォーグ社 くらしの実用書 6/25

59 ＳＤＧｓが生み出す未来のビジネス 水野雅弘著 原裕著 岡小百合著インプレス ビジネス・くらしの経済6/17

60 ネットビジネス進化論　何が「成功」をもたらすのか 尾原和啓著 ＮＨＫ出版 ビジネス・くらしの経済6/24

61 図解即戦力 食品業界のしくみとビジネスがこれ１冊でしっかりわかる教科書松岡康浩著 竹田クニ著技術評論社 ビジネス・くらしの経済6/18

62 図解で早わかり　改正対応！　株主総会のしくみと手続き 森公任監修 森元みのり監修三修社 ビジネス・くらしの経済6/15

63 失敗しないデザイン 平本久美子著 翔泳社 ビジネス・くらしの経済7/13

64 テレワーク大全 日経ＢＰ総合研究所イノベーションＩＣＴラボ編日経ＢＰマーケティングビジネス・くらしの経済6/3

65 すごいエスカレーター 田村美葉著 エクスナレッジ すまい・住宅・建築6/30

66 農家が教える　天気を読む　知恵とワザ 農文協編 農山漁村文化協会すまい・住宅・建築7/2

67 医者と病院を上手に使い倒す３４の心得 人生１００年時代に自分を守る上手な治療の受け方　　 山本健人著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ健康と家庭の医学6/16

68 ウルトラ図解　パーキンソン病 服部信孝著 法研 健康と家庭の医学6/11

69 親子で話そう！性教育 浅井春夫監修 艮香織監修朝日新聞出版 教育と福祉 6/3

70 障害のある青年たちとつくる「学びの場」ステキな人生を歩んでいくために　　　　　　　　　　　　　伊藤修毅監修 大阪障害者センター総合実践研究所青年期支援プロジェクトチーム編 かもがわ出版 教育と福祉 6/上

71 空気を読みすぎる子どもたち ( こころライブラリー) 古荘純一監修 講談社 教育と福祉 6/9

72 イラスト図解　いちばんわかりやすい介護術 動きが見える　すぐに使える　　　　　　　　　　　　　　　三好春樹著 永岡書店 教育と福祉 6/15

73 部活動 子どもが主人公のチームをつくるための２４の視点　　 神谷拓監修 ベースボール・マガジン社教育と福祉 6/26

74 労務管理者必携！　パワハラとメンタルヘルス対策の法律知識 デイリー法学選書編修委員会編三省堂 くらしの法律 6/22

75 事業者必携　入門図解 テレワーク・副業兼業の法律と導入手続き実践マニュアル（仮）森島大吾著 三修社 くらしの法律 6/17

76 建設業法のツボとコツがゼッタイにわかる本 大野裕次郎著 寺嶋紫乃著秀和システム くらしの法律 6/24

77 戦争をいかに語り継ぐか　「映像」と「証言」から考える戦後史( ＮＨＫブックス ) 水島久光著 ＮＨＫ出版 歴史と紀行 6/22

78 イラストで学ぶ　地理と地球科学の図鑑 柴山元彦日本語版監修 中川昭男日本語版監修 東辻千枝子訳創元社 歴史と紀行 6/16

79 珍景踏切 伊藤博康著 創元社 歴史と紀行 6/24

80 日本の隠れた 名城　山城を歩く　（仮） 小和田哲男監修 山川出版社 歴史と紀行 6/30

81 ６０歳からの青春１８きっぷ入門 松本典久著 山と溪谷社 歴史と紀行 6/30

82 暮らしの古典歳時記 吉海直人著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本の文化 6/17

83 本読みの民俗史 川島秀一著 勉誠出版 日本の文化 6/

84 知識ゼロからの骨董・アンティーク入門 岩崎紘昌著 幻冬舎 世界の文化 7/7

85 世界の郷土料理事典 全世界各国・３００地域　料理の作り方を通して知る歴史、文化、宗教の食規定青木ゆり子著 誠文堂新光社 世界の文化 6/9

86 ネクスト・シェア ポスト資本主義を生み出す「協同」プラットフォーム　　 ネイサン・シュナイダー著 月谷真紀訳東洋経済新報社 現代社会 7/16

87 目に見えない傷 レイチェル・ルイーズ・スナイダー著 庭田よう子訳みすず書房 現代社会 6/16

88 サイバーハラスメント　現実へと溢れ出すヘイトクライム ダニエル・キーツ・シトロン著 明戸隆浩監訳 唐澤貴洋監訳 原田學植ほか監訳 明石書店 現代社会 6/上

89 フードテック革命 「食」と「健康」の常識を変える世界７００兆円市場のすべて（仮）　　 岡田亜希子著 瀬川明秀ほか著日経ＢＰマーケティング現代社会 7/

90 新型コロナ研究最前線 河岡義裕著 河合香織聞き手文藝春秋 現代社会 6/下

91 世界一の巨大生物 グレーム・ラクストン著 岩見恭子監修 窪寺恒己監修 倉持利明監修 郡司芽久ほか監修エクスナレッジ サイエンス 6/30

92 おどろきダンゴムシ図鑑 奥山風太郎著 幻冬舎 サイエンス 6/11

93 地下水・湧水の疑問５０ ( みんなが知りたいシリーズ) 日本地下水学会編 成山堂書店 サイエンス 6/下

94 乳酸菌の疑問５０ ( みんなが知りたいシリーズ) 日本乳酸菌学会編 成山堂書店 サイエンス 6/下

95 海岸と人間の歴史　生態系・護岸・感染症 オーリン・Ｈ・ピルキー著 Ｊ・アンドリュー・Ｇ・クーパー著 須田有輔訳築地書館 サイエンス 6/23

96 日本鳥類図譜 久保敬親写真 樋口広芳監修 柴田佳秀解説山と溪谷社 サイエンス 6/17

97 科学技術の失敗から学ぶということ リスクとレジリエンスの時代に向けて　　　　　　　 寿楽浩太著 オーム社 テクノロジー 6/中

98 絵でわかるサイバーセキュリティ 岡嶋裕史著 講談社 テクノロジー 6/23



２０２０年６月新刊案内

Ｎｏ．書名・シリーズ・受賞情報など

99 わかる！使える！ レーザ加工入門　基礎知識、段取り、実作業 金岡優著 日刊工業新聞社 テクノロジー 6/19

100 わかる！使える！ 粉体入門　基礎知識、段取り、実作業 山田昌治著 日刊工業新聞社 テクノロジー 6/19

101 スポーツをがんばる子どもの 勝てるカラダを作る献立 石川三知著 学研プラス 芸術・スポーツ 6/30

102 馬場のぼるのスケッチブック 馬場のぼる著 こぐま社 芸術・スポーツ 6/30

103 ニッポンの名茶碗１００原寸大図鑑 山本毅文・構成 小学館 芸術・スポーツ 6/23

104 はじめてのサーフィン Ｈ．Ｌ．Ｎ．Ａ監修 成美堂出版 芸術・スポーツ 6/19

105 声の文化を楽しむ　朗読のすすめ 好本惠著 紀伊國屋書店（発売）／日外アソシエーツ（発行）芸術・スポーツ 6/17

106 批判的思考力を育てる学校図書館 付：図書館利用記録とプライバシー                  渡邊重夫著 青弓社 ライブラリアン 6/25

107 五味太郎 ( 別冊太陽 日本のこころ) 別冊太陽編集部編 平凡社 ライブラリアン 6/25

108 ぜんぶ本の話 池澤夏樹著 池澤春菜著毎日新聞出版 ライブラリアン 6/24

109 カメレオンどろぼう・ドロン 苅田澄子作 伊藤夏紀絵あかね書房 児童読み物 6/下

110 サンドイッチクラブ 長江優子作 岩波書店 児童読み物 6/25

111 まなちゃんはおおかみ 種村有希子作 偕成社 児童読み物 6/26

112 消えた落とし物箱 ( ジュニア文学館 ) 西村友里作 大庭賢哉絵学研プラス 児童読み物 7/14

113 サーカスが燃えた 佐々木譲文 中島梨絵絵角川春樹事務所 児童読み物 6/11

114 区立あたまのてっぺん小学校 間部香代作 田中六大絵金の星社 児童読み物 6/下

115 おばけでんしゃだ　おとうとうさぎ！ ヨンナ・ビョルンシェーナ作・絵 ヘレンハルメ美穂訳クレヨンハウス 児童読み物 6/25

116 フレンドシップ　ウォー　こわれたボタンと友情のゆくえ( 文学の扉 ) アンドリュー・クレメンツ著 田中奈津子訳講談社 児童読み物 7/7

117 わっはは　ぼくのなつやすみ おのりえん作 タダサトシ絵こぐま社 児童読み物 6/17

118 森ぬすっとの村　 ( 福音館創作童話シリーズ／ラビントットと空の魚４　) 越智典子作 にしざかひろみ画福音館書店 児童読み物 6/12

119 父さんと、母さんと、ぼく　 ( 福音館創作童話シリーズ／ラビントットと空の魚５ 完結) 越智典子作 にしざかひろみ画福音館書店 児童読み物 6/12

120 ぼくといっしょに シャルロット・デマトーンス作 野坂悦子訳ブロンズ新社 児童読み物 6/25

121 パパのはなよめさん ( 本はともだち ) 麻生かづこ作 垂石眞子絵ポプラ社 児童読み物 6/8

122 ぼくらは もりの ダンゴムシ ( はじめてであういきもの) まつおかたつひで文・絵ほるぷ出版 児童読み物 6/10

123 どっちの勝ち？ トニ・モリスン文 スレイド・モリスン文 パスカル・ルメートル絵 鵜殿えりか訳 小泉泉訳みすず書房 児童読み物 6/下

124 ファイアー 長谷川集平作 理論社 児童読み物 6/17

125 妖怪たちと秘密基地 ( 妖怪一家九十九さん) 富安陽子作 山村浩二絵理論社 児童読み物 6/19

126 ルビねこと星ものがたり ( 本屋さんのルビねこ) 野中柊作 松本圭以子絵理論社 児童読み物 6/17

127 わたしに手紙を書いて ( 児童図書館・絵本の部屋) シンシア・グレイディ文 アミコ・ヒラノ絵 松川真弓訳評論社 児童読み物 6/20

128 おばあちゃんと　ことりと ベンジー・デイヴィス作 いわじょうよしひと訳岩崎書店 児童読み物 6/15

129 ふーってして 松田奈那子作・絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ児童読み物 7/7

130 ほらふきカールおじさん　ロシアのたび ( 講談社の創作絵本 ) 斉藤洋文 高畠純絵 講談社 児童読み物 6/16

131 ルドルフとノラねこブッチー 斉藤洋作 杉浦範茂絵講談社 児童読み物 6/23

132 きつねのしっぽ おくはらゆめ作 小峰書店 児童読み物 6/上

133 ギフト、ぼくの場合 今井恭子著 小学館 児童読み物 6/22

134 ちいさな　かわいい　おべんとうばこ 宮野聡子作・絵 小学館 児童読み物 6/30

135 イーブン 村上しいこ作 小学館 児童読み物 6/12

136 歌のにがてな人魚 ルイス・スロボドキン作 小宮由訳瑞雲舎 児童読み物 6/12

137 まあるくなーれ　わになれ ( たんぽぽえほんシリーズ) 真珠まりこ作・絵 鈴木出版 児童読み物 6/24

138 せんそうがやってきた日 ( 翻訳絵本シリーズ ) ニコラ・デイビス作 レベッカ・コッブ絵 長友恵子訳鈴木出版 児童読み物 7/

139 十年屋　４　ときどき謎解きいたします 廣嶋玲子作 佐竹美保絵静山社 児童読み物 6/10

140 ウサギとぼくのこまった毎日 ジュディス・カー作・絵 こだまともこ訳徳間書店 児童読み物 6/9

141 セイギのミカタ ( ものがたりの庭 ) 佐藤まどか作 イシヤマアズサ絵フレーベル館 児童読み物 6/3

142 五十音 北原白秋詩 高畠純絵光村教育図書 児童読み物 6/下

143 くらしと教育をまもるきまり ( 人権と自然をまもる法ときまり１) 笹本潤監修 藤田千枝編 増本裕江著大月書店 児童ノンフィクション6/15

144 ティラノサウルスのはらぺこないちにち 竹下文子文 鈴木まもる絵偕成社 児童ノンフィクション6/23

145 トリケラトプスのなんでもないいちにち 竹下文子文 鈴木まもる絵偕成社 児童ノンフィクション6/23

146 ガリガリ君ができるまで 岩貞るみこ文 黒須高嶺絵講談社 児童ノンフィクション7/1

147 モヤモヤそうだんクリニック 池谷裕二文 ヨシタケシンスケ文・絵ＮＨＫ出版 児童ノンフィクション6/
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Ｎｏ．書名・シリーズ・受賞情報など

148 水害・防災の大研究　なぜ起こる？どうそなえる？（仮）( 楽しい調べ学習シリーズ) 河田惠昭監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション7/1

149 南極のさかな大図鑑 ( たくさんのふしぎ傑作集) 岩見哲夫文 廣野研一絵福音館書店 児童ノンフィクション6/19

150 ファーブル先生の昆虫教室　４ 奥本大三郎文 やましたこうへい絵ポプラ社 児童ノンフィクション6/8

151 旅が好きだ！　２１人が見つけた新たな世界への扉( １４歳の世渡り術 ) 河出書房新社編集部編河出書房新社 ヤングアダルト 6/15

152 お庭番デイズ　逢沢学園女子寮日記　上 有沢佳映著 講談社 ヤングアダルト 7/14

153 お庭番デイズ　逢沢学園女子寮日記　下 有沢佳映著 講談社 ヤングアダルト 7/14

154 保健室経由、かねやま本館。　１ ※第６０回講談社児童文学新人賞受賞作品松素めぐり著 おとないちあきイラスト講談社 ヤングアダルト 6/1

155 震える叫び ( Ｓｃｒｅａｍ！絶叫コレクション) Ｒ．Ｌ．スタイン編 三辺律子監訳理論社 ヤングアダルト 6/17

156 青春ノ帝国 石川宏千花著 あすなろ書房 ヤングアダルト 6/下

157 無限の中心で まはら三桃著 講談社 ヤングアダルト 6/8

158 高校生のための税金入門 小塚真啓著 三省堂 ヤングアダルト 6/5

159 知ってへらそう！　「食品ロス」入門 井出留美著 旬報社 ヤングアダルト 6/25

160 ぼくの「自学ノート」 梅田明日佳著 小学館 ヤングアダルト 7/13

161 影を呑んだ少女 フランシス・ハーディング著 児玉敦子訳東京創元社 ヤングアダルト 6/18


