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1 小説をめぐって ( 井上ひさし発掘エッセイ・セレクション３　完結) 井上ひさし著 岩波書店 日本文芸書 7/10

2 江戸のおんな大工 泉ゆたか著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 7/27

3 虜囚の犬 櫛木理宇著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 7/7

4 破局 遠野遥著 河出書房新社 日本文芸書 7/3

5 アウア・エイジ （ｏｕｒ　ａｇｅ） 岡本学著 講談社 日本文芸書 7/29

6 臆病な都市 砂川文次著 講談社 日本文芸書 7/28

7 地検のＳ ２　Ｓが泣いた日 伊兼源太郎著 講談社 日本文芸書 7/22

8 法廷遊戯 ※ 第６２回メフィスト賞受賞作品五十嵐律人著 講談社 日本文芸書 7/15

9 チンギス紀　８　杳冥 北方謙三著 集英社 日本文芸書 7/13

10 星月夜 李琴峰著 集英社 日本文芸書 7/13

11 ミライヲウム 水沢秋生著 小学館 日本文芸書 7/21

12 首里の馬 高山羽根子著 新潮社 日本文芸書 7/30

13 そこに無い家に呼ばれる 三津田信三著 中央公論新社 日本文芸書 7/17

14 赤い砂を蹴る 石原燃著 文藝春秋 日本文芸書 7/13

15 女だてら 諸田玲子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 7/7

16 三世代探偵団３　生命の旗がはためくとき 赤川次郎著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 7/27

17 四畳半タイムマシンブルース 森見登美彦著 上田誠原案ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 7/27

18 来世の記憶 藤野可織著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 7/8

19 俺の残機を投下します 山田悠介著 河出書房新社 日本文芸書 7/9

20 大江戸火龍改 夢枕獏著 講談社 日本文芸書 7/6

21 スキマワラシ 恩田陸著 集英社 日本文芸書 8/3

22 賞金稼ぎスリーサム ２　二重拘束のアリア　 川瀬七緒著 小学館 日本文芸書 7/28

23 いちねんかん ( しゃばけシリーズ ) 畠中恵著 新潮社 日本文芸書 7/17

24 ベージュ 谷川俊太郎著 新潮社 日本文芸書 7/30

25 一人称単数 村上春樹著 文藝春秋 日本文芸書 7/18

26 ポーラースター ３　フィデル出陣 海堂尊著 文藝春秋 日本文芸書 7/27

27 捨て猫のプリンアラモード　下町洋食バー高野 麻宮ゆり子著 角川春樹事務所 日本文芸書 7/15

28 白衣のクインテット 南杏子著 光文社 日本文芸書 7/16

29 哄う北斎 望月諒子著 光文社 日本文芸書 7/16

30 漂流者の生きかた 五木寛之著 姜尚中著東京書籍 日本文芸書 7/7

31 蝉かえる ( ミステリ・フロンティア ) 櫻田智也著 東京創元社 日本文芸書 7/9

32 ヴァルキリー 安生正著 徳間書店 日本文芸書 7/16

33 悪霊じいちゃん風雲録 輪渡颯介著 早川書房 日本文芸書 7/15

34 オクトローグ　酉島伝法作品集成 酉島伝法著 早川書房 日本文芸書 7/1

35 光秀の選択 鈴木輝一郎著 毎日新聞出版 日本文芸書 7/27

36 そこにはいない男たちについて 井上荒野著 角川春樹事務所 日本文芸書 7/15

37 陽眠る 上田秀人著 角川春樹事務所 日本文芸書 7/15

38 毒島刑事最後の事件 中山七里著 幻冬舎 日本文芸書 7/22

39 図書館の子 佐々木譲著 光文社 日本文芸書 7/16

40 君に読ませたいミステリがあるんだ　 東川篤哉著 実業之日本社 日本文芸書 7/8

41 風を結う　針と剣　縫箔屋事件帖 あさのあつこ著 実業之日本社 日本文芸書 7/8

42 希望の峰　マカルー西壁 笹本稜平著 祥伝社 日本文芸書 7/13

43 食王 楡周平著 祥伝社 日本文芸書 7/13

44 やわらかい砂のうえ 寺地はるな著 祥伝社 日本文芸書 7/13

45 百年と一日 柴崎友香著 筑摩書房 日本文芸書 7/13

46 凪に溺れる 青羽悠著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 7/9

47 特捜部Ｑ －アサドの祈り－ ( ハヤカワ・ミステリ ) ユッシ・エーズラ・オールスン著 吉田奈保子訳早川書房 外国文芸書 7/1

48 ラスト・ストーリーズ ウィリアム・トレヴァー著 栩木伸明訳国書刊行会 外国文芸書 7/下

49 ホーム・ラン スティーヴン・ミルハウザー著 柴田元幸訳白水社 外国文芸書 7/13
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50 スパイに余生はなし ジョン・ル・カレ著 加賀山卓朗訳早川書房 外国文芸書 7/15

51 見て納得　おいしい料理のサイエンス 杉山文著 化学同人 くらしの実用書 7/31

52 材料を袋に入れるだけで、定番の冷凍食品がおうちでできた！ 新谷友里江著 学研プラス くらしの実用書 7/28

53 糸紡ぎのテクニックとデザイン 紡ぎ方の基礎から応用、アートヤーン、道具や羊毛素材、準備まで　 青島由佳著 誠文堂新光社 くらしの実用書 7/10

54 味つけご飯とおみおつけ 重信初江著 東京書籍 くらしの実用書 7/30

55 かぎ針で編む ひょっこりかわいい！アニマルマフラー 日本ヴォーグ社 くらしの実用書 7/29

56 お昼ごはんのめんレシピ！ きじまりゅうた著学研プラス くらしの実用書 7/14

57 だしの研究 柴田書店編 柴田書店 くらしの実用書 7/28

58 しあわせカメラ　子どもの自己肯定感が育つ魔法の撮影レシピ パパカメラ写真・文自由国民社 くらしの実用書 8/7

59 もしものときから日常のそなえまで一家に一冊！　防災アイデア手帖 世界文化社編 世界文化社 くらしの実用書 7/10

60 オンライン会議の教科書　 堀公俊著 朝日新聞出版 ビジネス・くらしの経済7/16.

61 Ｑ＆Ａ　感染症リスクと企業労務対応 淀屋橋・山上合同編著ぎょうせい ビジネス・くらしの経済7/中

62 家計簿と統計　数字から見える日本の消費生活 佐藤朋彦著 慶應義塾大学出版会ビジネス・くらしの経済7/14

63 図解入門ビジネス　オフィスの業務改善の基本と実践がよ～くわかる本石川秀人著 秀和システム ビジネス・くらしの経済7/22

64 園芸道具　選び方・使い方　「コツ」の科学　切る・掘る・まく 園芸文化協会著 講談社 すまい・住宅・建築8/3

65 和室学　世界で日本にしかない空間 松村秀一著 平凡社 すまい・住宅・建築8/上

66 シニアの頻尿・尿もれ・便失禁　その悩み、治療で改善できます！( 別冊ＮＨＫきょうの健康) 高橋悟監修 前田耕太郎監修ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学7/28

67 パニック障害に負けない本 渡部芳徳監修 主婦の友社 健康と家庭の医学7/15

68 失明しない習慣　 ( 検索して不安になったら読む本シリーズ) 平松類著 小学館 健康と家庭の医学7/上

69 図解でよくわかる　歯のきほん 歯のしくみから病気、予防や治療、美容、健康、歯科業界まで　　　 柿本和俊著 隈部俊二著 神光一郎著 中塚美智子著 三上豊著誠文堂新光社 健康と家庭の医学7/10

70 心療内科医が教える　家庭でできるセルフメンタルケア 山岡昌之監修 徳間書店 健康と家庭の医学7/上

71 緑内障　眼科の名医10人が教える最高の克服法大全 相原一ほか著 文響社 健康と家庭の医学7/14

72 リンパ浮腫　病後のセルフケアと運動 ( 再発・悪化を防ぐ安心ガイドシリーズ) 廣田彰男著 高倉保幸著法研 健康と家庭の医学7/9

73 非認知能力が育つ　３～６歳児のあそび図鑑 原坂一郎監修 いこーよ監修 モチコイラスト池田書店 教育と福祉 7/15

74 難聴者と中途失聴者の心理学 聞こえにくさをかかえて生きる　　　　　　　　　　　　　　　　 難聴者の心理学的問題を考える会編 かもがわ出版 教育と福祉 7/上

75 赤ちゃんが自分から食べる離乳食 赤ちゃん中心の離乳と離乳食　　　　　　　　　　　　　　　　 田角勝著 合同出版 教育と福祉 7/下

76 特別支援教育ではじめる　読書メソッド 子どものコミュニケーション力を育てる17の方法　　　　　　 有元秀文著 松原ゆかり著合同出版 教育と福祉 7/下

77 親が認知症！？離れて暮らす親の介護・見守り・お金のこと 工藤広伸著 翔泳社 教育と福祉 7/27

78 絵本で世界を学ぼう！ 吉井潤著 柏原寛一著青弓社 教育と福祉 7/21

79 自分で書く 「シンプル遺言」　簡単なのに、効力抜群！( Ｔｈｅ　Ｎｅｗ　Ｆｉｆｔｉｅｓ ) 竹内亮著 講談社 くらしの法律 7/9

80 事業者必携　７０歳雇用延長に対応！ 入門図解　高年齢者雇用安定法の知識　　　　　　　 森島大吾著 三修社 くらしの法律 7/16

81 すぐに役立つ　法改正に対応！　最新　内容証明郵便実践文例集２００　　　　　　　　 松岡慶子監修 三修社 くらしの法律 7/16

82 近隣トラブル対策！　建築・道路・境界の法律知識( ＤＡＩＬＹ法学選書 ) デイリー法学選書編修委員会編三省堂 くらしの法律 7/17

83 冷戦　ワールド・ヒストリー　上 Ｏ．Ａ．ウェスタッド著 益田実監訳 山本健訳 小川浩之訳岩波書店 歴史と紀行 7/3

84 冷戦　ワールド・ヒストリー　下 Ｏ．Ａ．ウェスタッド著 益田実監訳 山本健訳 小川浩之訳岩波書店 歴史と紀行 7/3

85 魚食の人類史　出アフリカから日本列島へ( ＮＨＫブックス ) 島泰三著 ＮＨＫ出版 歴史と紀行 7/20

86 ガダルカナル　悲劇の指揮官 ＮＨＫスペシャル取材班著ＮＨＫ出版 歴史と紀行 7/27

87 治水の名言　水災害頻発、先人の知恵に学ぶ 竹林征三著 鹿島出版会 歴史と紀行 7/2

88 戦争の歌がきこえる 佐藤由美子著 柏書房 歴史と紀行 7/10

89 幻のオリンピック　戦争と知られざるアスリートの闘い ＮＨＫスペシャル取材班著小学館 歴史と紀行 7/16

90 世界史のなかの感染症　病原菌はぼくらの社会を変えたのか、いかに変えてきたのか　　 小田中直樹著 日経ＢＰマーケティング歴史と紀行 7/22

91 〈メイド・イン・ジャパン〉の食文化史 畑中三応子著 春秋社 日本の文化 7/7

92 わさびの日本史 山根京子著 文一総合出版 日本の文化 7/27

93 有職文様図鑑 ( コロナ・ブックス ) 八條忠基著 平凡社 日本の文化 7/22

94 ツタンカーメン　黄金の秘宝 ザヒ・ハワス著 サンドロ・ヴァニーニ写真 大城道則日本語版監修・訳 遠藤颯馬訳河出書房新社 世界の文化 7/20

95 とうがらしの世界 ( 講談社選書メチエ ) 松島憲一著 講談社 世界の文化 7/10

96 漢字の構造　古代中国の社会と文化 ( 中公選書 ) 落合淳思著 中央公論新社 世界の文化 7/7

97 図鑑　世界の哲学者 サイモン・ブラックバーン監修 熊野純彦日本語版監修東京書籍 世界の文化 7/31

98 英国レシピと暮らしの文化史　家庭医学、科学、日常生活の知恵 エレイン・レオン著 村山美雪訳原書房 世界の文化 7/17
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99 歩行者事故はなぜ起きるのか 松浦常夫著 東京大学出版会 現代社会 7/28

100 ゾンビとの論争　経済学、政治、よりよい未来のための戦い ポール・クルーグマン著 山形浩生訳早川書房 現代社会 7/16

101 歪んだ正義　「普通の人」がなぜ過激化するのか 大治朋子著 毎日新聞出版 現代社会 7/29

102 「母と息子」の日本論 品田知美著 亜紀書房 現代社会 7/21

103 ブルシット・ジョブ　クソどうでもいい仕事の理論 デヴィッド・グレーバー著 酒井隆史訳 芳賀達彦訳 森田和樹訳岩波書店 現代社会 7/29

104 海のプラスチックはなぜ問題か（仮） マイクロプラスチックの真実( ＤＯＪＩＮ選書 ) 磯辺篤彦著 化学同人 現代社会 7/31

105 地図とデータで見る ＳＤＧｓの世界ハンドブック イヴェット・ヴェレ著 ポール・アルヌー著 蔵持不三也訳原書房 現代社会 7/2

106 宇宙岩石入門　起源・観測・サンプルリターン 牧嶋昭夫著 朝倉書店 サイエンス 7/3

107 ４００年生きるサメ、４００００年生きる植物　　生物の寿命はどのように決まるのか（仮）( ＤＯＪＩＮ選書　　　　　 ) 大島靖美著 化学同人 サイエンス 7/31

108 統計学大百科事典　仕事で使う公式・定理・ルール１１３ 石井俊全著 翔泳社 サイエンス 7/6

109 世界を変えた微生物と感染症 左巻健男編著 祥伝社 サイエンス 7/下

110 生き物の死にざま　はかない命の物語 稲垣栄洋著 草思社 サイエンス 7/7

111 都市で進化する生物たち（仮） メノ・スヒルトハウゼン著 岸由二訳 小宮繁訳草思社 サイエンス 7/29

112 エネルギーの物語 わたしたちにとってエネルギ－とは何なのか　　　　　　　　 マイケル・Ｅ・ウェバー著 柴田譲治訳原書房 サイエンス 7/13

113 昆虫のとんでもない世界 ( 別冊太陽　日本のこころ) 丸山宗利著 平凡社 サイエンス 7/30

114 マリンスポーツのための　海の気象がわかる本　知っておきたい５５の知識　　　　　　　　　　　　　　　　　　サーフレジェンド監修メイツユニバーサルコンテンツサイエンス 7/15

115 図解まるわかり　プログラミングのしくみ 増井敏克著 翔泳社 テクノロジー 7/6

116 すごい！品質検査（仮） うえたに夫婦著 ＰＨＰ研究所 テクノロジー 7/16

117 ヨーロッパ音楽の歴史 金澤正剛著 音楽之友社 芸術・スポーツ 7/17

118 鳥獣戯画の国　たのしい日本美術 金子信久著 講談社 芸術・スポーツ 7/30

119 もっと知りたい 鳥獣戯画 土屋貴裕著 三戸信惠著東京美術 芸術・スポーツ 7/31

120 12のヒントで学ぶ 初心者のための 俳画教室 伊藤青翔著 日貿出版社 芸術・スポーツ 7/10

121 フィギュアスケート　つくる人支える人 扶桑社 芸術・スポーツ 7/22

122 みんなうまくなる　バドミントン　基本と練習 廣瀬栄理子著 ベースボール・マガジン社芸術・スポーツ 7/16

123 Ｑ＆Ａでわかる 山の快適歩行術 野中径隆著 山と溪谷社 芸術・スポーツ 7/16

124 子どもの本から世界をみる　子どもとおとなのブックガイド８８ 石井郁子著 片岡洋子著 川上蓉子著 鈴木佐喜子著 田代康子ほか著かもがわ出版 ライブラリアン 8/

125 いま、子どもの本が売れる理由（ワケ） ( 筑摩選書 ) 飯田一史著 筑摩書房 ライブラリアン 7/14

126 日本の図書館建築（仮） 五十嵐太郎編著 李明喜編勉誠出版 ライブラリアン 7/

127 カメレオンのかきごおりや 谷口智則作 アリス館 児童読み物 7/16

128 かぶしきがいしゃ　くも 松屋真由子作・絵岩崎書店 児童読み物 7/15

129 ステラとカモメとプラスチック　うみべのおそうじパーティー ジョージナ・スティーブンス作 イジー・バートン絵 伊藤伸子訳岩崎書店 児童読み物 7/13

130 ナンシー探偵事務所　真夏の夜の怪 小路すず作 カタノトモコ絵岩崎書店 児童読み物 7/13

131 ひみつだからね 軽部武宏作 偕成社 児童読み物 7/16

132 かしたつもり×もらったつもり かさいまり作 北村裕花絵くもん出版 児童読み物 7/15

133 ここに　いる あおきひろえ作 廣済堂あかつき 児童読み物 7/15

134 じりじりの移動図書館 ( 文学の扉 ) 廣嶋玲子著 まはら三桃著 濱野京子著 工藤純子著 菅野雪虫著講談社 児童読み物 7/9

135 おいかけっこでわらべうた つきおかようた文・絵成美堂出版 児童読み物 8/4

136 わっしょい　深川八幡 水かけ祭り 矢島眞澄作 ポプラ社 児童読み物 7/10

137 ぼくんちのおふろ 山田美津子作 理論社 児童読み物 7/16

138 ほしのこども メム・フォックス文 フレヤ・ブラックウッド絵 横山和江訳岩波書店 児童読み物 7/21

139 つかまえた 田島征三作 偕成社 児童読み物 7/7

140 ４さいのこどもって、なにがすき？ ウィリアム・コール作 トミー・ウンゲラー絵 こみやゆう訳好学社 児童読み物 7/22

141 まっている。 ( 講談社の創作絵本 ) 村上康成作 講談社 児童読み物 7/16

142 レストランのおばけずかん　ふらふらフラッペ( 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 7/30

143 ねこになっちゃった！ 角野栄子作 よしむらめぐ絵小学館 児童読み物 7/20

144 ハナコの愛したふたつの国 シンシア・カドハタ作 もりうちすみこ訳小学館 児童読み物 7/14

145 ベッドのなかはきょうりゅうのくに ( 絵本・こどものひろば ) まつおかたつひで作・絵童心社 児童読み物 7/9

146 みどりのほし ( 童心社の絵本 ) 林木林作 長谷川義史絵童心社 児童読み物 7/9

147 ムーミンやしきのすがたの見えないおきゃくさま( クラシック・ムーミン絵本) トーベ・ヤンソン原作 セシリア・ダヴィッドソン文 フィリッパ・ヴィードルンド絵 オスターグレン晴子訳徳間書店 児童読み物 7/7
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148 あるひ　あるとき あまんきみこ文 ささめやゆき絵のら書店 児童読み物 7/1

149 ねぐせのしくみ ヨシタケシンスケ作ブロンズ新社 児童読み物 7/14

150 きみの声がききたくて ※ ２０１９年チルドレンズ・ブック賞（低学年向け部門賞）受賞作品オーエン・コルファー作 Ｐ．Ｊ．リンチ絵 横山和江訳文研出版 児童読み物 7/20

151 わたしのふうせん マリオ・ラモ文・絵 原小枝訳平凡社 児童読み物 7/22

152 こんにちは！わたしのえ はたこうしろう作ほるぷ出版 児童読み物 7/20

153 やとのいえ 八尾慶次作 偕成社 児童ノンフィクション7/17

154 コツがわかる！ 小学生の体育図鑑 体育指導のスタートライン監修成美堂出版 児童ノンフィクション7/15

155 さかな博士のレアうま魚図鑑 伊藤柚貴文・絵 日東書院本社 児童ノンフィクション7/15

156 これだけは知っておきたい　岩石・鉱物図鑑 デヴィン・デニー著 小田島庸浩監・訳パイインターナショナル児童ノンフィクション7/20

157 もののけまもる森 ( シリーズ・自然いのちひと) 藤原幸一写真・文ポプラ社 児童ノンフィクション7/10

158 ひろった・あつめた　ぼくのマツボックリ図鑑( ちしきのぽけっと ) 盛口満文・絵 岩崎書店 児童ノンフィクション7/13

159 みんなでウイルスとたたかおう！ ２おちついて、ハッピーでいるために　　  　　　　 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7/2

160 この世界のしくみがすべてわかる　ジュニアサイエンス大図鑑 スミソノアン協会監修 ＤＫ社編 日暮雅通訳河出書房新社 児童ノンフィクション7/17

161 世界の植物大図鑑 サラ・ホゼ著 スミソニアン協会監修 クリス・クレネット監修 黒輪篤司訳河出書房新社 児童ノンフィクション7/20

162 今ない仕事１００ （仮） 上村彰子著 「今ない仕事」取材班編 澤井智毅監修講談社 児童ノンフィクション8/6

163 世界一周あそびの旅 ペズル文 平澤南絵プレジデント社 児童ノンフィクション7/8

164 図解　身近にあふれる「物理」が３時間でわかる本 左巻健男編著 明日香出版社 ヤングアダルト 7/16

165 まほろばトリップ　時のむこう、飛鳥 倉本由布著 アリス館 ヤングアダルト 7/7

166 １４歳の教室　どう読みどう生きるか 若松英輔著 ＮＨＫ出版 ヤングアダルト 7/20

167 ばかみたいって言われてもいいよ　３ 吉田桃子著 講談社 ヤングアダルト 7/29

168 夜フクロウとドッグフィッシュ ( ＳＵＰＥＲ！ＹＡ ) ホリー・ゴールドバーグ・スローン作 メグ・ウォリッツァー作 三辺律子訳小学館 ヤングアダルト 7/7

169 もっと知りたい！「科学の芽」の世界　ＰＡＲＴ７ 永田恭介監修 「科学の芽」賞実行委員会編丸善出版（発売）／筑波大学出版会（発行）ヤングアダルト 7/8

170 ぼくだけのぶちまけ日記 ( ＳＴＡＭＰ　ＢＯＯＫＳ ) スーザン・ニールセン作 長友恵子訳岩波書店 ヤングアダルト 7/16

171 ほんとうのリーダーのみつけかた 梨木香歩著 岩波書店 ヤングアダルト 7/10

172 図解でわかる　１４歳から知る気候変動 インフォビジュアル研究所著太田出版 ヤングアダルト 7/22

173 続　学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社編ポプラ社 ヤングアダルト 7/13

174 跳べ、暁！ 藤岡陽子著 ポプラ社 ヤングアダルト 7/6


