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1 二人がいた食卓 遠藤彩見著 講談社 日本文芸書 12/7

2 彩（イロ）無き世界のノスタルジア 行成薫著 集英社 日本文芸書 12/14

3 さようならアルルカン／白い少女たち　氷室冴子初期作品集 氷室冴子著 集英社 日本文芸書 12/14

4 遺言未満、 椎名誠著 集英社 日本文芸書 12/14

5 並行宇宙（パラレル・ユニバース）でしか生きられないわたしたちのたのしい暮らし渡辺優著 集英社 日本文芸書 12/14

6 彼女のスマホがつながらない 志駕晃著 小学館 日本文芸書 12/15

7 阿修羅草紙 武内涼著 新潮社 日本文芸書 12/16

8 とんちき　耕書堂青春譜 矢野隆著 新潮社 日本文芸書 12/16

9 クラゲ・アイランドの夜明け 渡辺優著 中央公論新社 日本文芸書 12/18

10 猫がこなくなった 保坂和志著 文藝春秋 日本文芸書 1/12

11 いとまの雪　新説忠臣蔵　下 伊集院静著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 12/16

12 今度生まれたら 内館牧子著 講談社 日本文芸書 12/1

13 天を測る 今野敏著 講談社 日本文芸書 12/21

14 処方箋のないクリニック 仙川環著 小学館 日本文芸書 12/11

15 神様には負けられない 山本幸久著 新潮社 日本文芸書 12/16

16 さのよいよい 戌井昭人著 新潮社 日本文芸書 12/21

17 当確師　十二歳の革命 真山仁著 中央公論新社 日本文芸書 12/18

18 ふつうでない時をふつうに生きる 岸本葉子著 中央公論新社 日本文芸書 12/7

19 夢幻 上田秀人著 中央公論新社 日本文芸書 12/7

20 騙る 黒川博行著 文藝春秋 日本文芸書 12/10

21 観月　ＫＡＮＧＥＴＳＵ 麻生幾著 文藝春秋 日本文芸書 12/14

22 しのぶ恋　浮世七景 諸田玲子著 文藝春秋 日本文芸書 12/9

23 あの人と短歌 穂村弘著 ＮＨＫ出版 日本文芸書 12/7

24 移動図書館の子供たち　ｋａｚｅ　ｎｏ　ｔａｎｂｕｎ２ 齋藤真理子著 古奈田奈月著 大前粟生著 星野智幸著 宮内悠介ほか著柏書房 日本文芸書 12/24

25 おとぎカンパニー　妖怪編 田丸雅智著 光文社 日本文芸書 12/21

26 じょかい 井上宮著 光文社 日本文芸書 12/21

27 比例区は「悪魔」と書くのだ、人間ども 藤崎翔著 光文社 日本文芸書 12/21

28 ゴールデンタイムの消費期限 斜線堂有紀著 祥伝社 日本文芸書 1/6

29 愚か者（フリムン）の島 乾緑郎著 祥伝社 日本文芸書 1/6

30 飛石を渡れば（仮） 一色さゆり著 淡交社 日本文芸書 1/15

31 月下美人を待つ庭で　猫丸先輩の妄言 倉知淳著 東京創元社 日本文芸書 12/18

32 足利の血脈　描き下ろし戦国アンソロジー（仮） 早見俊著 川越宗一著 鈴木英治著 木下昌輝著 谷津矢車ほか著ＰＨＰ研究所 日本文芸書 12/17

33 ミッドナイト 柴田哲孝著 双葉社 日本文芸書 12/15

34 あずかりやさん　まぼろしチャーハン ( 「あずかりやさん」シリーズ) 大山淳子著 ポプラ社 日本文芸書 12/7

35 北条五代　上 火坂雅志著 伊東潤著 朝日新聞出版 日本文芸書 12/3

36 北条五代　下 火坂雅志著 伊東潤著 朝日新聞出版 日本文芸書 12/3

37 境界線 中山七里著 ＮＨＫ出版 日本文芸書 12/11

38 雪に撃つ 佐々木譲著 角川春樹事務所 日本文芸書 12/10

39 我、過（アヤマ）てり 仁木英之著 角川春樹事務所 日本文芸書 12/10

40 野良犬の値段 百田尚樹著 幻冬舎 日本文芸書 12/22

41 コロナと潜水服（仮） 奥田英朗著 光文社 日本文芸書 12/21

42 バイター 五十嵐貴久著 光文社 日本文芸書 12/21

43 羊は安らかに草を食み（仮） 宇佐美まこと著 祥伝社 日本文芸書 1/6

44 銀獣の集い　廣嶋玲子短編集 廣嶋玲子著 東京創元社 日本文芸書 1/7

45 偶然にして最悪の邂逅 西澤保彦著 東京創元社 日本文芸書 12/8

46 雪のなまえ 村山由佳著 徳間書店 日本文芸書 12/7

47 Ｅｘｉｔ 相場英雄著 日経ＢＰマーケティング日本文芸書 1/7

48 じい散歩 藤野千夜著 双葉社 日本文芸書 12/15

49 マダム・ピリンスカとショパンの秘密 エリック＝エマニュエル・シュミット著 船越清佳訳音楽之友社 外国文芸書 12/23

50 ブッチャーボーイ ※ アイルランド文学賞受賞作品 パトリック・マッケイブ著 矢口誠訳国書刊行会 外国文芸書 1/
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51 恥さらし ( エクス・リブリス ) パウリーナ・フローレス著 松本健二訳白水社 外国文芸書 12/18

52 ホテル・ネヴァーシンク ( ハヤカワ・ミステリ) ※ＭＷＡ賞ペーパーバック部門受賞作品アダム・オファロン・プライス著 青木純子訳早川書房 外国文芸書 12/2

53 眠れる美男 李昂著 藤井省三訳 文藝春秋 外国文芸書 12/15

54 赤いモレスキンの女 ( 新潮クレスト・ブックス) ※２０１７年ジュゼッペ・アチェルビ賞受賞作品アントワーヌ・ローラン著 吉田洋之訳新潮社 外国文芸書 12/21

55 オリーヴ・キタリッジ、ふたたび エリザベス・ストラウト著 小川高義訳早川書房 外国文芸書 12/16

56 炎と血　１ ジョージ・Ｒ・Ｒ・マーティン著 酒井昭伸訳 鳴庭真人ほか訳早川書房 外国文芸書 12/16

57 今日、これ買ってきた 笠原将弘著 学研プラス くらしの実用書12/22

58 ぜんぶわかる　葬儀・法要・相続の手続きとマナー 成美堂出版編集部編 成美堂出版 くらしの実用書12/11

59 かわいくって　とっても楽しい！　紙のおもちゃ ＭＯＫＯ著 日本ヴォーグ社 くらしの実用書12/17

60 手作りを楽しむ　蜜ろう入門 キャンドル、蜜ろうラップ、木工ハンドクリームなど安藤竜二著 農山漁村文化協会くらしの実用書12/24

61 バターの使い方がわかるお菓子の本　４つの加え方とバタークリーム 相原一吉著 文化出版局 くらしの実用書12/10

62 ６５歳からのふたりごはんの愉しみ 石原洋子著 家の光協会 くらしの実用書1/15

63 基本が身につく　かな書道の教科書 田中紫水著 池田書店 くらしの実用書12/18

64 大人かわいい飾り切り ほりえさちこ著 主婦の友社 くらしの実用書12/21

65 猫の困った行動　予防＆解決ブック  猫ゴコロを知って楽しく暮らそう藤井仁美著 水越美奈監修緑書房 くらしの実用書12/9

66 文章の問題地図　  「で、どこから変える？」伝わらない、時間ばかりかかる書き方上阪徹著 技術評論社 ビジネス・くらしの経済12/4

67 桃太郎のきびだんごは経費で落ちるのか？ 日本の昔話で身につく税の基本高橋創著 井上マサキ著 ダイヤモンド社 ビジネス・くらしの経済12/15

68 65歳までに知っておきたい！　認知症でも困らない財産管理の方法 東向勲著 同友館 ビジネス・くらしの経済1/上

69 会社の活動とお金の流れが見えてくる　決算書の読み方の基本 天野敦之著 日本実業出版社 ビジネス・くらしの経済12/2

70 連作でよく育つ野菜づくり 木嶋利男著 家の光協会 すまい・住宅・建築1/15

71 間取りのすごい新常識 エクスナレッジ すまい・住宅・建築12/22

72 住宅購入のプロが教える　はじめて家を買う人の教科書　 三浦康司著 自由国民社 すまい・住宅・建築12/15

73 農家が教える　トウモロコシつくり　コツと裏ワザ 農文協編 農山漁村文化協会すまい・住宅・建築12/24

74 暮らしも仕事も快適に　テレワークのインテリア パイインターナショナルすまい・住宅・建築12/11

75 腰痛・ひざ痛・足首痛・外反母趾…　痛くない！疲れない！歩き方の教科書 木寺英史著 朝日新聞出版 健康と家庭の医学12/3

76 図解　手指の痛み・しびれ解消事典 大井宏之著 学研プラス 健康と家庭の医学12/22

77 「そろそろ、お酒やめようかな」と思ったときに読む本 垣渕洋一著 青春出版社 健康と家庭の医学12/8

78 耳鳴り・難聴　耳鼻咽喉科の名医が教える最高の治し方大全 小川郁ほか著 文響社 健康と家庭の医学12/8

79 肌トラブルを解消する　かゆみを消すための正しい知識 順天堂かゆみ研究センター著毎日新聞出版 健康と家庭の医学12/16

80 親も自分もすり減らない　シングル介護術 さらだたまこ著 ＷＡＶＥ出版 教育と福祉 12/16

81 ゲーム・ネットの世界から離れられない子どもたち　子どもが社会から孤立しないために吉川徹著 合同出版 教育と福祉 12/下

82 認知症かもしれない家族のためにできること 千葉京子編著 鷹野朋実編著弘文堂 教育と福祉 12/15

83 発達障害・知的障害のための　合理的配慮ハンドブック 土橋圭子編 渡辺慶一郎編有斐閣 教育と福祉 12/16

84 図解　不祥事の社内調査がわかる本 竹内朗編 大野徹也編 プロアクト法律事務所著中央経済社 くらしの法律 12/3

85 落語でわかる「民法」入門 森章太著 日本実業出版社 くらしの法律 12/23

86 民法で読み解く　実務家のための労務相談 野田進編 鹿野菜穂子編 有斐閣 くらしの法律 12/22

87 南北戦争　アメリカを二つに裂いた内戦 小川寛大著 中央公論新社 歴史と紀行 12/18

88 日本史「今日は何の日」事典　３６７日＋３６０日・西暦換算併記 吉川弘文館編集部編 吉川弘文館 歴史と紀行 1/5

89 百人一首 解剖図鑑 谷知子著 エクスナレッジ 日本の文化 12/22

90 失われゆく仕事の図鑑 永井良和著 高野光平著 グラフィック社 日本の文化 12/7

91 恥ずかしい日本語 「へなちょこ」「ぞっこん」の本当の意味を知っていますか？（仮）山口謠司著 廣済堂出版 日本の文化 12/22

92 盆踊りの戦後史　「ふるさと」の喪失と創造( 筑摩選書 ) 大石始著 筑摩書房 日本の文化 12/17

93 共食の社会史　絆としての食事 原田信男著 藤原書店 日本の文化 12/22

94 意外と知らない　お正月の常識（仮） 東條英利著 勉誠出版 日本の文化 12/下

95 古代エジプト人の２４時間 ドナルド・Ｐ・ライアン著 大城道則日本語版監修 市川恵理訳河出書房新社 世界の文化 12/10

96 なんでも「はじめて」大全　人類と発明の物語 スチュワート・ロス著 西田美緒子訳東洋経済新報社 世界の文化 12/10

97 エビの歴史 ( 「食」の図書館 ) イヴェット・フロリオ・レーン著 龍和子訳原書房 世界の文化 12/15

98 菊の文化誌 ( 花と木の図書館 ) トゥイグス・ウェイ著 春田純子訳原書房 世界の文化 12/21

99 日本人の健康を社会科学で考える　 小塩隆士著 日本経済新聞出版本部（発行）／日経ＢＰマーケティング（発売）現代社会 1/13

100 分野別　国際条約ハンドブック 森肇志著 玉田大著 竹内真理著 藤澤巌ほか著有斐閣 現代社会 12/22
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101 にほんでいきる　教育を受けられない外国籍の子どもたち※ 新聞協会賞受賞作品 毎日新聞「にほんでいきる」取材班編著明石書店 現代社会 12/下

102 囚われし者たちの国　世界の刑務所に正義を訪ねて（仮） バズ・ドライシンガー著 梶山あゆみ訳紀伊國屋書店 現代社会 12/25

103 図解ＳＤＧｓ　数字で見る日本のリアル 村上芽著 日本経済新聞出版本部（発行）／日経ＢＰマーケティング（発売）現代社会 1/6

104 地図とデータで見る エネルギーの世界ハンドブック ベルトラン・バレ著 ベルナデット・メランヌ＝シュマケル著 蔵持不三也訳原書房 現代社会 12/21

105 驚異の珪藻世界 出井雅彦著 佐藤晋也著 デイヴィッド・マン著創元社 サイエンス 12/17

106 虫は人の鏡　擬態の解剖学 養老孟司著 海野和男写真毎日新聞出版 サイエンス 12/16

107 神の鳥ライチョウの生態と保全　日本の宝を未来へつなぐ 楠田哲士編著 緑書房 サイエンス 12/9

108 楽しい雪の結晶観察図鑑 武田康男著 緑書房 サイエンス 12/9

109 スピーカー技術の１００年 ３　ステレオの時代と日本製システムの変遷 佐伯多門著 誠文堂新光社 テクノロジー 12/15

110 歴代作曲家ギャラ比べ　ビジネスでたどる西洋音楽史 山根悟郎著 学研プラス 芸術・スポーツ 12/8

111 文字のきほん 伊達千代編著 グラフィック社 芸術・スポーツ 12/7

112 水墨画用語ハンドブック 日貿出版社編 日貿出版社 芸術・スポーツ 1/5

113 きちんと知りたい！ スポーツバイクメカニズムの基礎知識 菊地武洋著 伊崎智弘著 日刊工業新聞社 芸術・スポーツ 12/22

114 殺陣・技斗　魅せるアクションのコツ　 動画でわかる実践技術から役作りまでジャパンアクションエンタープライズ監修メイツユニバーサルコンテンツ芸術・スポーツ 12/25

115 指揮を磨こう！　吹奏楽レベルアップのために 武田晃著 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芸術・スポーツ 12/8

116 校閲クイーンの告白（仮） メアリ・ノリス著 有好宏文訳柏書房 ライブラリアン 12/24

117 カラー版　文豪たちの西洋美術　夏目漱石から松本清張まで 谷川渥著 河出書房新社 ライブラリアン 12/22

118 若い読者のための文学史 ジョン・サザーランド著 河合祥一郎訳すばる舎 ライブラリアン 12/10

119 かいじゅうごっこ ルーシー・カズンズ作 木坂涼訳偕成社 児童読み物 1/

120 彼方の光 ※ スコット・オデール賞受賞作品 シェリー・ピアソル作 斎藤倫子訳偕成社 児童読み物 12/7

121 みえない こいぬ ぽっち ワンダ・ガアグ作 こみやゆう訳好学社 児童読み物 12/18

122 ようこそ　あたらしいともだち リチャード・スキャリー作 木坂涼訳好学社 児童読み物 12/1

123 おとのさま、まほうつかいになる ( おはなしみーつけた！シリーズ) 中川ひろたか作 田中六大絵佼成出版社 児童読み物 12/9

124 きょうは おかねが ないひ ケイト・ミルナー作 こでらあつこ訳合同出版 児童読み物 12/9

125 聖杯の騎士パーシヴァル ( アーサー王の世界６ ) 斉藤洋著 静山社 児童読み物 12/10

126 女の子はなんでもできる！ キャリル・ハート作 アリー・パイ絵 冨永愛訳早川書房 児童読み物 12/2

127 たぬきのおまじない おおなり修司文 丸山誠司絵絵本館 児童読み物 12/21

128 ジェンダー平等を実現しよう　すし屋のすてきな春原さん( おはなしＳＤＧｓシリーズ ) 戸森しるこ作 しんやゆう子絵講談社 児童読み物 12/15

129 貧困をなくそう　みんなはアイスをなめている( おはなしＳＤＧｓシリーズ ) 安田夏菜作 黒須高嶺絵 講談社 児童読み物 12/15

130 うしとざん 高畠那生作 小学館 児童読み物 12/11

131 ゆきだるまと かがみもち ( ひまわりえほんシリーズ ) 林木林作 岡本よしろう絵鈴木出版 児童読み物 12/11

132 めいたんていサムくんと あんごうマン ( 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 12/18

133 怪物園 ｊｕｎａｉｄａ作 福音館書店 児童読み物 12/2

134 ネムノキをきらないで ( 文研じゅべにーる ) 岩瀬成子作 植田真絵 文研出版 児童読み物 12/16

135 せかいでさいしょに ズボンをはいた 女の子 キース・ネグレー作 石井睦美訳光村教育図書 児童読み物 12/25

136 しかくいまち 戸森しるこ作 吉田尚令絵理論社 児童読み物 12/17

137 みけねえちゃんにいうてみな　ともだちのひみつ 村上しいこ作 くまくら珠美絵理論社 児童読み物 12/17

138 よんひゃくまんさいのびわこさん 梨木香歩作 小沢さかえ絵理論社 児童読み物 12/1

139 サツマイモ大図鑑 大木邦彦文・構成 亀田龍吉写真 大竹道茂監修あかね書房 児童ノンフィクション12/下

140 みたい！知りたい！図書館はうら側もすごい！ ＷＡＶＥ出版 児童ノンフィクション12/

141 鰹節 ( 和食のだしは海のめぐみ２) 日本鰹節協会監修 阿部秀樹写真偕成社 児童ノンフィクション12/15

142 山をつくる　東京チェンソーズの挑戦 菅聖子文 小峰書店 児童ノンフィクション12/下

143 カラスのいいぶん　人と生きることをえらんだ鳥( ノンフィクション・生きものって、おもしろい！) 嶋田泰子著 岡本順絵 童心社 児童ノンフィクション12/10

144 こわれたら ( プロから学ぶ修理ずかん１) フレーベル館 児童ノンフィクション12/9

145 きれいで ふしぎな 粘菌 新井文彦著 川上新一監修文一総合出版 児童ノンフィクション12/9

146 十二支えほん 谷山彩子作 あすなろ書房 児童ノンフィクション12/中

147 渋沢栄一　人物としごと ( 調べる学習百科 ) こどもくらぶ編 岩崎書店 児童ノンフィクション12/23

148 感染症ってなんだろう？　知っておきたい基礎知識( 調べる学習百科 ) 岡田晴恵著 岩崎書店 児童ノンフィクション12/22

149 ながれぼし 武田康男監修・写真 小杉みのり構成・文岩崎書店 児童ノンフィクション12/4

150 絶景のふしぎ１００　世界と日本の美しい風景・すごい地形のなぜ 佐野充監修 偕成社 児童ノンフィクション1/6
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151 すっぱい本　発酵のひみつ（仮） 赤野裕文著 会田博美絵 金の星社 児童ノンフィクション12/

152 こども衛生学 宮﨑美砂子監修 新星出版社 児童ノンフィクション12/22

153 わかるかな？ 小学生の陸上競技ルール　 走る・跳ぶ・投げる 秘訣が見えてくる！  三浦敬司著 ベースボール・マガジン社児童ノンフィクション12/28

154 オン・ザ・カム・アップ　いま、這いあがるとき( 海外文学コレクション ) アンジー・トーマス著 服部理佳訳岩崎書店 ヤングアダルト12/14

155 ダリウスは今日も生きづらい ※ ウィリアム・Ｃ・モリス賞、ボストングローブ・ホーンブック賞オナー賞受賞作品アディーブ・コラーム著 三辺律子訳集英社 ヤングアダルト12/14

156 １０代の「性の悩み」白書 ＡＹＡｃｌｉｎｉｃユースクリニック著扶桑社 ヤングアダルト12/18

157 消えない叫び ( Ｓｃｒｅａｍ！絶叫コレクション) Ｒ．Ｌ．スタイン監修 三辺律子監訳理論社 ヤングアダルト12/17

158 明日、学校へ行きたくない 山崎聡一郎著 茂木健一郎著 信田さよ子著ＫＡＤＯＫＡＷＡ ヤングアダルト1/

159 ルーパートのいた夏 ※ ２０１８年コスタ賞受賞作品 ヒラリー・マッカイ作 冨永星訳徳間書店 ヤングアダルト12/15

160 ビジュアル　顔の大研究 原島博監修 馬場悠男監修 輿水大和監修 こどもくらぶ編丸善出版 ヤングアダルト12/21


