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1 アンダードッグス 長浦京著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/17

2 空想クラブ 逸木裕著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/26

3 ＣＡボーイ 宮木あや子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/26

4 地霊都市　東京第２４特別区 嶺里俊介著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/24

5 未来からの脱出 小林泰三著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/24

6 愛されなくても別に 武田綾乃著 講談社 日本文芸書 8/24

7 ぴりりと可楽！ 吉森大祐著 講談社 日本文芸書 8/17

8 夢魔の牢獄 西澤保彦著 講談社 日本文芸書 8/17

9 隣人Ｘ ※ 第１４回小説現代長編新人賞受賞作品パリュスあや子著 講談社 日本文芸書 8/24

10 私の中にいる 黒澤いづみ著 講談社 日本文芸書 9/14

11 悪い姉 渡辺優著 集英社 日本文芸書 8/24

12 魯肉飯（ロバプン）のさえずり 温又柔著 中央公論新社 日本文芸書 8/19

13 インビジブル 坂上泉著 文藝春秋 日本文芸書 8/24

14 初夏の訪問者　紅雲町珈琲屋こよみ 吉永南央著 文藝春秋 日本文芸書 8/26

15 銀閣の人 門井慶喜著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/31

16 僕の神さま 芦沢央著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/17

17 降るがいい 佐々木譲著 河出書房新社 日本文芸書 8/25

18 帰ってきたＫ２　池袋署刑事課　神崎・黒木 横関大著 講談社 日本文芸書 9/1

19 償いの流儀　ノワールをまとう女　２　 神護かずみ著 講談社 日本文芸書 8/24

20 海の怪 鈴木光司著 集英社 日本文芸書 9/2

21 心淋し（ウラサビシ）川 西條奈加著 集英社 日本文芸書 9/2

22 灯台からの響き 宮本輝著 集英社 日本文芸書 9/2

23 類 朝井まかて著 集英社 日本文芸書 8/24

24 口福のレシピ 原田ひ香著 小学館 日本文芸書 8/19

25 死神の棋譜 奥泉光著 新潮社 日本文芸書 8/25

26 雪月花　謎解き私小説 北村薫著 新潮社 日本文芸書 8/25

27 ハリネズミは月を見上げる あさのあつこ著 新潮社 日本文芸書 8/17

28 二百十番館にようこそ 加納朋子著 文藝春秋 日本文芸書 8/3

29 なぜ、生きているのかと考えてみるのが今かもしれない 辻仁成著 あさ出版 日本文芸書 8/24

30 私捨悟入 安野光雅著 朝日新聞出版 日本文芸書 8/18

31 猿神 太田忠司著 幻冬舎 日本文芸書 8/24

32 竹林の七賢（仮） 田中啓文著 光文社 日本文芸書 8/17

33 デス・レター 山田正紀著 東京創元社 日本文芸書 8/27

34 歓喜の歌　博物館惑星３ 菅浩江著 早川書房 日本文芸書 8/19

35 赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 青柳碧人著 双葉社 日本文芸書 8/18

36 うるはしみにくし　あなたのともだち 澤村伊智著 双葉社 日本文芸書 8/18

37 オオカミ県 多和田葉子文/溝上幾久子画論創社 日本文芸書 9/

38 彼女が天使でなくなる日 寺地はるな著 角川春樹事務所 日本文芸書 8/27

39 純喫茶パオーン 椰月美智子著 角川春樹事務所 日本文芸書 8/3

40 トツ！　警視庁特殊部隊ＳＡＴ制圧班 麻生幾著 幻冬舎 日本文芸書 8/3

41 もう、聞こえない 誉田哲也著 幻冬舎 日本文芸書 8/24

42 雨の中の涙のように 遠田潤子著 光文社 日本文芸書 8/17

43 かきあげ家族 中島たい子著 光文社 日本文芸書 8/17

44 タクジョ！（仮） 小野寺史宜著 実業之日本社 日本文芸書 8/19

45 テロリストの家 中山七里著 双葉社 日本文芸書 8/18

46 アラバスターの手　マンビー古書怪談集 アラン・ノエル・ラティマ・マンビー著/羽田詩津子訳国書刊行会 外国文芸書 9/7

47 サブリナとコリーナ ( 新潮クレスト・ブックス ) カリ・ファハルド＝アンスタイン著/小竹由美子訳新潮社 外国文芸書 8/25

48 つわものども　誉れの剣　１ ( エクス・リブリス・クラシックス) イーヴリン・ウォー著/小山太一訳白水社 外国文芸書 8/上

49 忘却についての一般論（仮） ( エクス・リブリス／ ２０１３年フェルナンド・ナモーラ文芸賞受賞、2017年国際ＩＭＰＡＣダブリン文芸賞受賞作品) ジョゼ・エドゥアルド・アグアルーザ著/木下眞穂訳白水社 外国文芸書 8/26

50 死亡通知書　暗黒者 ( ハヤカワ・ミステリ ) 周浩暉著/稲村文吾訳 早川書房 外国文芸書 8/4
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51 内なるゲットー サンティアゴ・Ｈ・アミゴレーナ著/齋藤可津子訳河出書房新社 外国文芸書 8/17

52 トンネル ベルンハルト・ケラーマン著/泰豊吉訳国書刊行会 外国文芸書 9/

53 アウグストゥス ※ 全米図書賞受賞作品 ジョン・ウィリアムズ著/布施由紀子訳作品社 外国文芸書 8/下

54 心は孤独な狩人 カーソン・マッカラーズ著/村上春樹訳新潮社 外国文芸書 8/25

55 ボーン・クロックス ※ ２０１５年世界幻想文学大賞受賞作品デイヴィッド・ミッチェル著/北川依子訳早川書房 外国文芸書 8/19

56 発酵の力でおいしい毎日　麹のレシピ おのみさ著 池田書店 くらしの実用書 8/18

57 ６０過ぎたらコンパクトに暮らす　モノ・コトすべてを大より小に、重より軽に                        藤野嘉子著 講談社 くらしの実用書 8/18

58 これ１品で献立いらず！ 野菜たっぷり具だくさんの主役サンド１５０　 エダジュン著 誠文堂新光社 くらしの実用書 8/5

59 挫折しない！　子ども服レッスンＢＯＯＫ 岡田桂子著 日本ヴォーグ社 くらしの実用書 8/上

60 暮らしを豊かに…　毎日使いたいエプロン( 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 8/12

61 世界一美しい　透明スイーツレシピ ｔｏｍｅｉ著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ くらしの実用書 8/17

62 ブラウスを縫おう。 かたやまゆうこ著 主婦と生活社 くらしの実用書 8/26

63 おうちでできるヘアカット ＧＡＲＤＥＮ著 主婦の友社 くらしの実用書 8/24

64 簡単手作り 石けん、ハンドジェル、ハンド＆マスクスプレー 生活の木著 主婦の友社 くらしの実用書 8/24

65 しょうがの料理 有元葉子著 東京書籍 くらしの実用書 8/28

66 手間、塩いらずでうま味たっぷり　干物料理帖　 うすいはなこ著 日東書院本社 くらしの実用書 8/20

67 京都の風呂敷屋さんが教える　一生使える！ふろしきの結び方・包み方５０ 山田悦子著 ＰＨＰ研究所 くらしの実用書 8/21

68 図解即戦力　不動産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畑中学著 技術評論社 ビジネス・くらしの経済8/24

69 はじめてのグラフィックレコーディング　考えを図にする、会議を絵にする。 久保田麻美著 翔泳社 ビジネス・くらしの経済8/24

70 企業防災とマネジメントシステム 仲川久史著 同友館 ビジネス・くらしの経済9/上

71 ２５社のＶ字回復に学ぶ　「危機の乗り越え方」図鑑 杉浦泰著 日経ＢＰマーケティングビジネス・くらしの経済8/19

72 寄付金、クラウドファンディングの集め方 佐藤しもん著 ぱる出版 ビジネス・くらしの経済8/5

73 はじめてのセルフリノベ ｔｕｋｕｒｉｂａ著 エクスナレッジ すまい・住宅・建築8/27

74 咲かせたい！　四季の宿根草で庭づくり　日陰・酷暑・悪条件を解決！ 荻原範雄著 講談社 すまい・住宅・建築8/18

75 「自宅オフィス」のととのえ方 主婦の友社編 主婦の友社 すまい・住宅・建築8/上

76 今さら聞けない　タネと品種の話　きほんのき 農文協編 農山漁村文化協会すまい・住宅・建築8/8

77 畑の益虫とその増やし方（仮） ブティック社 すまい・住宅・建築8/28

78 部屋で楽しむテラリウム　つくる・育てる・癒される 佐々木浩之著/戸津健治著緑書房 すまい・住宅・建築8/3

79 これってホルモンのしわざだったのね　 女性ホルモンと上手につきあうコツ松村圭子著 池田書店 健康と家庭の医学8/18

80 医者にがんと言われたら最初に読む本 中川恵一著 エクスナレッジ 健康と家庭の医学8/26

81 大人の発達障害　グレーゾーンの人たち( 健康ライブラリー ) 林寧哲監修/ＯＭｇｒａｙ監修講談社 健康と家庭の医学8/18

82 子どものトラウマのことがわかる本 ( 健康ライブラリーイラスト版) 白川美也子監修 講談社 健康と家庭の医学9/

83 更年期の体と心がラクになる！　「閉経」のホントがわかる本　 対馬ルリ子著/吉川千明著集英社 健康と家庭の医学9/2

84 関節リウマチ ( よくわかる最新医学シリーズ) 松野博明著 主婦の友社 健康と家庭の医学8/24

85 健康・医療情報の見極め方・向き合い方　健康・医療に関わる賢い選択のために知っておきたいコツ教えます大野智著 大修館書店 健康と家庭の医学8/7

86 コロンビア大学准教授ほか名医１１人が教える　症状で見分ける家庭医学事典マーク・アイゼンバーグ著/クリストファー・ケリー著/福井次矢監修文響社 健康と家庭の医学8/4

87 腎機能　慢性腎臓病・腎症　腎臓治療の名医が教える　最高の治し方大全 川村哲也ほか著 文響社 健康と家庭の医学8/4

88 精神障害者が語る恋愛・結婚・セックス　当事者・家族・支援者のお悩みＱ＆ＡＹＰＳ横浜ピアスタッフ協会編/蔭山正子編明石書店 教育と福祉 8/11

89 アートリップ入門　認知症のうつ・イライラを改善する対話型アート観賞プログラム林容子著 誠文堂新光社 教育と福祉 8/3

90 介護予防に効く　「体力別」運動トレーニング現場で使える実践のポイント 中村容一著 メイツユニバーサルコンテンツ教育と福祉 8/28

91 シニア六法 住田裕子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ くらしの法律 8/26

92 事業者必携　入門図解　最新　解雇・退職・休業・助成金の法律と手続き 森島大吾監修 三修社 くらしの法律 8/21

93 剱岳　線の記　平安時代の初登頂ミステリーに挑む 高橋大輔著 朝日新聞出版 歴史と紀行 8/5

94 一冊でわかる中国史　世界と日本がわかる国ぐにの歴史 岡本隆司著 河出書房新社 歴史と紀行 8/19

95 戦国の図書館（仮） 新藤透著 東京堂出版 歴史と紀行 8/25

96 地図の博物図鑑 ベッツィ・メイソン著/グレッグ・ミラー著/藤井留美訳日経ＢＰマーケティング歴史と紀行 8/19

97 戦時下のくらし ( 別冊太陽　日本のこころ ) 小泉和子監修 平凡社 歴史と紀行 8/20

98 知識ゼロからの短歌入門 佐佐木幸綱著 幻冬舎 日本の文化 8/3

99 全部わかる神社ガイド 岸川雅範監修 成美堂出版 日本の文化 8/20

100 俳句いまむかし 坪内稔典著 毎日新聞出版 日本の文化 8/26
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101 知っておきたい 日本の宗教 岩田文昭編著/碧海寿広編著ミネルヴァ書房 日本の文化 8/下

102 うんこの博物学　糞尿から見る人類の文化と歴史 ミダス・デッケルス著/山本規雄訳作品社 世界の文化 8/下

103 アートにみる身ぶりとしぐさの文化史 デズモンド・モリス著/伊達淳訳三省堂 世界の文化 8/20

104 言論の不自由　香港、そしてグローバル民主主義にいま何が起こっているのかジョシュア・ウォン著/中里京子訳河出書房新社 現代社会 8/17

105 地政学世界地図（仮） バティスト・コルナバ著/バンジャマン・ブリロー序文/神田順子監訳/倉嶋雅人ほか監訳東京書籍 現代社会 8/24

106 経済学で考える　人口減少時代の住宅土地問題 山崎福寿著/中川雅之著/土地総合研究所編東洋経済新報社 現代社会 8/27

107 地図で見る イスラエルハンドブック フレデリック・アンセル著/鳥取絹子訳原書房 現代社会 8/24

108 感染症×大規模災害　実践的　分散避難と避難所運営 山村武彦著 ぎょうせい 現代社会 8/中

109 男性育休の困難　取得を阻む「職場の雰囲気」 齋藤早苗著 青弓社 現代社会 8/18

110 「大人の引きこもり」 見えない息子と暮らした母親たち 臼井美伸著 扶桑社 現代社会 8/上

111 数学、それは宇宙の言葉　数学者が語る５０のヴィジョン サム・パーク編/蟹江幸博訳岩波書店 サイエンス 8/25

112 イヌは何を考えているか　脳科学が明らかにする動物の気持ち グレゴリー・バーンズ著/野中香方子訳/西村美佐子訳化学同人 サイエンス 8/25

113 奇妙で不思議な眠りの世界（仮） ガイ・レシュジナー著/高橋洋訳河出書房新社 サイエンス 8/19

114 地球を支配する水の力（仮） セアラ・ドライ著/東郷えりか訳河出書房新社 サイエンス 8/20

115 藻類　生命進化と地球環境を支えてきた奇妙な生き物 ルース・カッシンガー著/井上勲訳築地書館 サイエンス 8/28

116 電車を運転する技術　オールカラー＆図解で手に取るようにわかる！ 西上いつき著 ＳＢクリエイティブ テクノロジー 8/18

117 予測学　未来はどこまで読めるのか ( 新潮選書 ) 大平徹著 新潮社 テクノロジー 8/26

118 ビジュアルスタディ　世界を変えた発明発見　写真で振り返る１９世紀から現在までジャンニ・モレッリ著/熊谷玲美訳すばる舎 テクノロジー 8/4

119 ゼロから理解する　ＩＴテクノロジー図鑑 三津田治夫監修/岩崎美苗子著/武田侑大イラストプレジデント社 テクノロジー 8/5

120 浮世絵の解剖図鑑 牧野健太郎著 エクスナレッジ 芸術・スポーツ 8/27

121 近代京都日本画史 植田彩芳子著/中野慎之著/森光彦著/藤本真奈美著求龍堂 芸術・スポーツ 8/7

122 日本アニメ誕生 豊田有恒著 勉誠出版 芸術・スポーツ 8/

123 中古典のすすめ 斎藤美奈子著 紀伊國屋書店 ライブラリアン 8/26

124 主体的な学びを支える学校図書館 和田幸子監修 少年写真新聞社 ライブラリアン 8/18

125 だいぶつさま　おまつりですよ 苅田澄子文/中川学絵 アリス館 児童読み物 8/7

126 ＡＩロボット、ひと月貸します！ ( おはなしガーデン／第３５回福島正実記念ＳＦ童話賞受賞作品) 木内南緒作/丸山ゆき絵岩崎書店 児童読み物 8/11

127 ばんそうこう くださいな 矢野アケミ作 ＷＡＶＥ出版 児童読み物 8/21

128 ポッコとたいこ マシュー・フォーサイス文・絵/青山南訳化学同人 児童読み物 8/上

129 うみだ　うみだ ( こどものくに傑作絵本 ) せなけいこ作・絵 金の星社 児童読み物 8/3

130 俳句ステップ！ ( こころのつばさシリーズ ) おおぎやなぎちか作/イシヤマアズサ絵佼成出版社 児童読み物 8/26

131 いろりから　でてきた　くろい　て ( ひまわりえほんシリーズ ) 西本鶏介再話/星野イクミ絵鈴木出版 児童読み物 8/11

132 ひょうたんとかえる ( たんぽぽえほんシリーズ ) 西條八十作/殿内真帆絵鈴木出版 児童読み物 8/11

133 おおぐいタロー いっちょくせん ( ＭＯＥのえほん／ 第８回ＭＯＥ創作絵本グランプリ受賞作品) マスダカルシ作 白泉社 児童読み物 8/3

134 秘密に満ちた魔石館　２ 廣嶋玲子作/佐竹美保絵ＰＨＰ研究所 児童読み物 8/21

135 梨の子ペリーナ ( 世界のむかしばなし ) イタロ・カルヴィーノ再話/酒井駒子絵/関口英子訳ＢＬ出版 児童読み物 8/27

136 びーだまふくろう マランク・リング作/マルタイン・ファン・デル・リンデン絵/斉藤洋訳ほるぷ出版 児童読み物 8/7

137 つるかめ　つるかめ 中脇初枝文/あずみ虫絵あすなろ書房 児童読み物 8/下

138 あ ( ひらがなあそびシリーズ ) 谷川俊太郎文/広瀬弦絵アリス館 児童読み物 8/28

139 ひろい　ひろい　ひろい　せかいに ルイス・スロボドキン作/木坂涼訳偕成社 児童読み物 8/4

140 これが　ぼくらに　ぴったり！ アン・ローズ文/アーノルド・ローベル絵/こみやゆう訳好学社 児童読み物 8/21

141 ありがとう、アーモ！ ※ ２０１９年コールデコット賞オナー賞受賞、２０１９年コレッタ・スコット・キング新人画家賞受賞作品オーゲ・モーラ作・絵/三原泉訳鈴木出版 児童読み物 8/28

142 めいたんていサムくん ( だいすき絵童話 ) 那須正幹作/はたこうしろう絵童心社 児童読み物 9/4

143 トラといっしょに ダイアン・ホフマイアー文/ジェシー・ホジスン絵/さくまゆみこ訳徳間書店 児童読み物 8/6

144 あつかったら　ぬげばいい ( ＭＯＥのえほん ) ヨシタケシンスケ作・絵白泉社 児童読み物 8/21

145 ハロウィンのかぼちゃをかざろう パトリシア・トート文/ジャーヴィス絵/なかがわちひろ訳ＢＬ出版 児童読み物 9/15

146 きっと　どこかに リチャード・ジョーンズ作/福本友美子訳フレーベル館 児童読み物 8/6

147 まほうのハッピーハロウィン 石津ちひろ文/岡田千晶絵ブロンズ新社 児童読み物 8/25

148 ねこはるすばん 町田尚子作 ほるぷ出版 児童読み物 9/10

149 サンゴ礁の海　生きるための知恵くらべ 大方洋二写真・文 岩崎書店 児童ノンフィクション8/25

150 上手に使って病気を防ごう　スマホとゲーム障害( 健康ハッピーシリーズ ) 内海裕美監修 少年写真新聞社 児童ノンフィクション8/18
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151 パワーブック　世界を変えてやるチカラ ロクサーヌ・ゲイ著/クレア・サンダース著/ヘイゼル・ソングハーストほか著 東京書籍 児童ノンフィクション8/20

152 さぐろう生物多様性　身近な生きものはなぜ消えた？( 楽しい調べ学習シリーズ ) 小泉武栄監修/岡崎務著ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション8/21

153 星空をつくるプラネタリウム・クリエーター　大平貴之( 文研じゅべにーる　ノンフィクション) 楠章子作 文研出版 児童ノンフィクション8/20

154 人生で大事なことは みんなゴリラから教わった 山極寿一著 家の光協会 ヤングアダルト 8/19

155 公式より大切な「数学」の話をしよう ステファン・ボイスマン著/塩崎香織訳ＮＨＫ出版 ヤングアダルト 8/25

156 ぶっ飛び！科学教室（仮）くだらないけど惹かれちゃうサイエンス夜話 ヘレン・アーニー著/スティーブ・モールド著/藤崎百合訳化学同人 ヤングアダルト 8/下

157 ぼくは６歳、紅茶プランテーションで生まれて。　スリランカ・農園労働者の現実から見えてくる不公平（仮）栗原俊輔著 合同出版 ヤングアダルト 8/18

158 青銅とひまわり ( 中国少年文学館 ) 曹文軒著/中由美子訳 樹立社 ヤングアダルト 8/10

159 １４歳からの生物学（仮） サリー・ヒル編/松田良一監訳/岡本哲治監訳白水社 ヤングアダルト 8/28

160 未来の自分に出会える古書店 齋藤孝著 文藝春秋 ヤングアダルト 8/3

161 紙の心 ( ＳＴＡＭＰ　ＢＯＯＫＳ ) エリーザ・プリチェッリ・グエッラ作/長野徹訳岩波書店 ヤングアダルト 8/7

162 みんなに話したくなる感染症のはなし　１４歳からのウイルス・細菌・免疫入門( １４歳の世渡り術　　　　　　　　) 仲野徹著 河出書房新社 ヤングアダルト 8/25

163 保健室経由、かねやま本館。　２ 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 8/3

164 ハジメテヒラク こまつあやこ著 講談社 ヤングアダルト 8/25

165 キャラメル色のわたし ( 鈴木出版の児童文学 ) シャロン・Ｍ・ドレイパー作/横山和江訳鈴木出版 ヤングアダルト 8/28

166 団地のコトリ ( ｔｅｅｎ’ｓ　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ) 八束澄子著 ポプラ社 ヤングアダルト 8/3


