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Ｎｏ． 書名・シリーズ・受賞情報など

1 妖怪少年の日々　アラマタ自伝 荒俣宏著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 1/27

2 大阪 岸政彦著 柴崎友香著 河出書房新社 日本文芸書 1/22

3 だいちょうことばめぐり 朝吹真理子著 花代写真 河出書房新社 日本文芸書 1/27

4 不可逆少年 五十嵐律人著 講談社 日本文芸書 1/25

5 そこに工場があるかぎり 小川洋子著 集英社 日本文芸書 1/22

6 擬傷の鳥はつかまらない ※ 第７回新潮ミステリー大賞受賞作品荻堂顕著 新潮社 日本文芸書 1/25

7 野望の屍（カバネ） 佐江衆一著 新潮社 日本文芸書 1/27

8 料理なんて愛なんて 佐々木愛著 文藝春秋 日本文芸書 1/25

9 アンブレイカブル 柳広司著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 1/27

10 刑事の枷 堂場瞬一著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 1/27

11 鼠、十手を預かる 赤川次郎著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 1/27

12 ははのれんあい 窪美澄著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 1/26

13 フシギ 真梨幸子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 1/20

14 ヘルメースの審判 楡周平著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 1/27

15 ラスプーチンの庭 中山七里著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 1/27

16 あなたがはいというから 谷川直子著 河出書房新社 日本文芸書 1/25

17 旅する練習 乗代雄介著 講談社 日本文芸書 1/12

18 アクティベイター 冲方丁著 集英社 日本文芸書 1/22

19 紅蓮の雪 遠田潤子著 集英社 日本文芸書 2/3

20 コンジュジ ※ 第４４回すばる文学賞受賞作品木崎みつ子著 集英社 日本文芸書 1/18

21 十年後の恋 辻仁成著 集英社 日本文芸書 1/22

22 もろびとの空　三木城合戦記 天野純希著 集英社 日本文芸書 1/22

23 母影（オモカゲ） 尾崎世界観著 新潮社 日本文芸書 1/29

24 公孫龍　巻一　青龍篇 宮城谷昌光著 新潮社 日本文芸書 1/18

25 花は散っても 坂井希久子著 中央公論新社 日本文芸書 1/15

26 ばあさんは１５歳 阿川佐和子著 中央公論新社 日本文芸書 1/15

27 小隊 砂川文次著 文藝春秋 日本文芸書 2/9

28 そこに栞里がいたせいで（仮） 西澤保彦著 光文社 日本文芸書 1/18

29 天下一のへりくつ者 佐々木功著 光文社 日本文芸書 1/18

30 ヘーゼルの密書 上田早夕里著 光文社 日本文芸書 1/18

31 ワンダフル・ライフ（仮） 丸山正樹著 光文社 日本文芸書 1/18

32 商店街のジャンクション 村木美涼著 早川書房 日本文芸書 1/21

33 鬼哭の銃弾 深町秋生著 双葉社 日本文芸書 1/19

34 メイド・イン京都 藤岡陽子著 朝日新聞出版 日本文芸書 1/5

35 応仁悪童伝 木下昌輝著 角川春樹事務所 日本文芸書 1/12

36 おたがいさま　れんげ荘物語 群ようこ著 角川春樹事務所 日本文芸書 1/12

37 睦家四姉妹図 藤谷治著 筑摩書房 日本文芸書 1/28

38 国道食堂　２ｎｄ　ｓｅａｓｏｎ 小路幸也著 徳間書店 日本文芸書 1/26

39 水の柩 鏑木蓮著 徳間書店 日本文芸書 1/26

40 小説 秋月鶴山　上杉鷹山が尊敬し続けた兄（仮） 童門冬二著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 1/26

41 零からゼロへ まはら三桃著 ポプラ社 日本文芸書 1/12

42 ラストは初めから決まっていた 小手鞠るい著 ポプラ社 日本文芸書 1/6

43 丸い地球の幻想上の四隅 ローレン・グロフ著 光野多惠子訳河出書房新社 外国文芸書 1/25

44 恋するアダム ( 新潮クレスト・ブックス ) イアン・マキューアン著 村松潔訳新潮社 外国文芸書 1/25

45 人之彼岸（ヒトノヒガン） ( 新☆ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ) ？景芳著 立原透耶訳 浅田雅美訳早川書房 外国文芸書 1/20

46 テナント バーナード・マラマッド作 青山南訳みすず書房 外国文芸書 1/18

47 炎と血　２ ジョージ・Ｒ・Ｒ・マーティン著 酒井昭伸訳 鳴庭真人訳早川書房 外国文芸書 1/25

48 マイ・シスター、シリアルキラー ( ハヤカワ・ミステリ)※全英図書賞、ロサンゼルス・タイムズ文学賞、アンソニー賞最優秀新人賞受賞作品オインカン・ブレイスウェイト著 粟飯原文子訳早川書房 外国文芸書 1/6

49 身内に頼れないあなたが認知症になる前に準備しておきたいこと 日常のお金の管理から相続・遺言書・死後の対応まで（仮）　海老原佐江子著 ＷＡＶＥ出版 くらしの実用書2/3

50 小麦粉、卵、砂糖、バターでつくる　Ｔｈｅシンプル焼き菓子　 藤野貴子著 学研プラス くらしの実用書1/19
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51 こどものおいしいおべんとう　夕食にも使える簡単おかずがいっぱい！ フルタニマサエ著 辰巳出版 くらしの実用書1/27

52 気と血をふやせば、体も心もラクになる！（仮） 瀬戸佳子著 文化出版局 くらしの実用書1/28

53 肌トラブル大全（仮） 小林智子著 ＷＡＶＥ出版 くらしの実用書2/中

54 から揚げっ！照り焼きっ！ハンバーグッ！ み～んな大好き。元気おかず。　 市瀬悦子著 グラフィック社 くらしの実用書1/5

55 お墓の建て方・祀り方、墓じまいまで 主婦の友社編 主婦の友社 くらしの実用書1/21

56 はじめてでも困らない！　ひとり暮らしで知りたいことが全部のってる本　 岩淵美樹著 主婦の友社 くらしの実用書1/29

57 ぴったりサイズでつくれるこどもグッズ　小さい子にも、大きい子にも 日本ヴォーグ社 くらしの実用書1/26

58 おじさんは、地味な資格で稼いでく。 佐藤敦規著 インプレス ビジネス・くらしの経済1/27

59 機械・電気の資格と仕事　取りたい資格がわかる本 梅方久仁子著 技術評論社 ビジネス・くらしの経済1/22

60 図解即戦力　金融のしくみがこれ１冊でしっかりわかる教科書 伊藤亮太著 技術評論社 ビジネス・くらしの経済1/上

61 図解即戦力　商社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 治良博史著 技術評論社 ビジネス・くらしの経済1/上

62 ゼロからわかる電子契約の実務 鬼頭政人著 中央経済社 ビジネス・くらしの経済1/下

63 買ってから住んでから悩まない　マンションの音についての基礎知識（仮） 井上勝夫著 あさ出版 すまい・住宅・建築1/25

64 暮らしを彩る　美しい牡丹と芍薬 ジェーン・イースト著 ジョージアナ・レーン写真 倉重祐二監修 ダコスタ吉村花子訳グラフィック社 すまい・住宅・建築1/5

65 キッチンからはじめる再生栽培 原由紀子著 ブティック社 すまい・住宅・建築1/14

66 専門医が教える　声が出にくくなったら読む本 渡邊雄介著 あさ出版 健康と家庭の医学1/25

67 心不全 ( よくわかる最新医学シリーズ) 小室一成著 長岡春夫著 主婦の友社 健康と家庭の医学1/18

68 仲よくなれる！授業がもりあがる！　密にならないクラスあそび１２０！ 樋口万太郎著 神前洋紀著学陽書房 教育と福祉 1/20

69 家族が認知症かも？と思ったときのファーストブック 河野和彦監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 教育と福祉 1/上

70 元気の源は腸内細菌　赤ちゃんからのケア辞典 本間真二郎著 クレヨンハウス 教育と福祉 1/25

71 福祉現場のための感染症対策入門 感染症の基本知識から新型コロナウィルス対応まで松本哲哉監修 中央法規出版 教育と福祉 1/29

72 家庭でできる転倒予防トレーニング 隆島研吾著 法研 教育と福祉 1/18

73 改正対応　公正証書のしくみと実践書式集 すぐに役立つ　債権回収から継続取引、遺言、信託まで森公任監修 森元みのり監修三修社 くらしの法律 1/26

74 「非正規」六法 飯野たから著 横山裕一監修自由国民社 くらしの法律 1/上

75 地図づくりの現在形　地球を測り、図を描く( 講談社選書メチエ ) 宇根寛著 講談社 歴史と紀行 1/7

76 戦後日本の外食文化 阿古真理著 亜紀書房 日本の文化 1/29

77 和算　江戸の数学文化 ( 中公選書 ) 小川束著 中央公論新社 日本の文化 1/6

78 くどきぶしの世界 倉田喜弘編著 ゆまに書房 日本の文化 1/上

79 世界のピラミッド　Ｗｏｎｄｅｒｌａｎｄ 河江肖剰編著 佐藤悦夫ほか編著グラフィック社 世界の文化 1/5

80 生活道具の文化誌　日用品から大型調度品まで エイミー・アザリート著 大間知知子訳原書房 世界の文化 1/22

81 松の文化誌 ( 花と木の図書館 ) ローラ・メイソン著 田口未和訳原書房 世界の文化 1/22

82 平成ネット史 ＮＨＫ平成ネット史編 幻冬舎 現代社会 2/上

83 水の大陸アジア スニール・アムリス著 秋山勝訳草思社 現代社会 1/27

84 世界を見る　変える　文化人類学のエッセンス( 有斐閣アルマ ) 春日直樹編 竹沢尚一郎編有斐閣 現代社会 1/14

85 約束の地　大統領回顧録　上 バラク・オバマ著 山田文訳 三宅康雄訳集英社 現代社会 2/12

86 約束の地　大統領回顧録　下 バラク・オバマ著 山田文訳 三宅康雄訳集英社 現代社会 2/12

87 震災と死者　東日本大震災、関東大震災、濃尾地震( 筑摩選書 ) 北原糸子著 筑摩書房 現代社会 1/14

88 民主主義のための社会保障 香取照幸著 東洋経済新報社 現代社会 1/21

89 あなたはこうしてウソをつく ( 岩波科学ライブラリー ) 阿部修士著 岩波書店 サイエンス 1/27

90 学名の秘密　生き物はどのように名付けられるか スティーヴン・Ｂ・ハード著 上京恵訳原書房 サイエンス 1/21

91 天気予報活用ハンドブック　四季から読み解く気象災害 田代大輔著 竹下愛美著 丸善出版 サイエンス 2/

92 防火・消火・耐火が一番わかる 榎本満帆著 浅川新著 技術評論社 テクノロジー 1/7

93 図解まるわかり　データベースのしくみ 坂上幸大著 翔泳社 テクノロジー 1/25

94 トコトンやさしいウェアラブルの本 ( 今日からモノ知りシリーズ ) 塚本昌彦著 日刊工業新聞社 テクノロジー 1/22

95 面白いほどパフォーマンスが上がる　新しい体幹の教科書 林英祐著 柴雅仁著 池田書店 芸術・スポーツ 1/22

96 東京藝大で教わる西洋美術の見かた 基礎から身につく大人の教養 佐藤直樹著 世界文化社 芸術・スポーツ 1/26

97 西洋アンティーク・ボードゲーム　１９世紀に愛された遊びの世界（仮） エイドリアン・セビル著 ナショナルジオグラフィック著 日経ＢＰマーケティング芸術・スポーツ 1/20

98 ４７都道府県・やきもの百科 神崎宣武著 丸善出版 芸術・スポーツ 1/27

99 はじめよう！　ソロキャンプ 森風美著 山と溪谷社 芸術・スポーツ 1/20

100 辞典語辞典 辞書にまつわる言葉をイラストと豆知識でずっしりと読み解く　見坊行徳著 稲川智樹著 いのうえさきこ絵誠文堂新光社 ライブラリアン 1/6
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101 名場面で味わう日本文学（仮） 平野啓一郎著 阿部公彦著 鴻巣友季子著 田中慎弥著 中島京子ほか著徳間書店 ライブラリアン 2/中

102 プルーストへの扉 ファニー・ピション著 高遠弘美訳白水社 ライブラリアン 1/22

103 アーカイブの思想　言葉を知に変える仕組み 根本彰著 みすず書房 ライブラリアン 1/18

104 ひばりに 内田麟太郎詩 うえだまこと絵アリス館 児童読み物 2/1

105 エイドリアンはぜったいウソをついている マーシー・キャンベル文 コリーナ・ルーケン絵 服部雄一郎訳岩波書店 児童読み物 1/27

106 ぼくに色をくれた真っ黒な絵描き ( ティーンズ文学館)　※第28回小川未明文学賞大賞受賞作品北川佳奈作 しまざきジョゼ絵 学研プラス 児童読み物 1/26

107 狂言えほん　かきやまぶし ( 講談社の創作絵本 ) もとしたいづみ文 田中六大絵 講談社 児童読み物 1/27

108 ごちそう　たべに　きてください ( 講談社の創作絵本 ) 茂市久美子作 しもかわらゆみ絵 講談社 児童読み物 1/12

109 おさるちゃんのおしごと 樋勝朋巳作・絵 小学館 児童読み物 1/14

110 あらいくん 中川ひろたか文 ｓｅｒｉｃｏ絵 世界文化社 児童読み物 1/15

111 ねこ学校のいたずらペーター アンネリース・ウムラウフ＝ラマチュ作 アダルベルト・ピルヒ絵 杉山香織訳 徳間書店 児童読み物 1/15

112 こぐまとブランケット ( ハヤカワ・ジュニア・ブックス) Ｌ・Ｊ・Ｒ・ケリー文 たなかようこ絵 内田也哉子訳 早川書房 児童読み物 1/6

113 わたしのあのこ　あのこのわたし ( わたしたちの本棚 ) 岩瀬成子作 ＰＨＰ研究所 児童読み物 1/21

114 ヘビと船長　フランス・バスクのむかしばなし ふしみみさを文 ポール・コックス絵 ＢＬ出版 児童読み物 2/上

115 もぐらどろぼう 桂文我文 ささめやゆき絵 ＢＬ出版 児童読み物 1/27

116 ぼく、うしになる 中川ひろたか作 サトウマサノリ絵 フレーベル館 児童読み物 1/20

117 リンゴちゃんのいえで 角野栄子作 長崎訓子絵 ポプラ社 児童読み物 1/6

118 わたしはあなたをしんじてる　マデリーン・フィンとセラピー・ドッグ リサ・パップ作 菊田まりこ訳 ＷＡＶＥ出版 児童読み物 2/13

119 おばけのジョージー　こいぬをつれだす ロバート・ブライト作 こみやゆう訳 好学社 児童読み物 1/20

120 うさぎのモニカのケーキ屋さん ( わくわくライブラリー ) 小手鞠るい作 たかすかずみ絵 講談社 児童読み物 1/26

121 安全な水とトイレを世界中に　水とトイレがなかったら？( おはなしＳＤＧｓシリーズ ) 石崎洋司作 下平けーすけ絵 講談社 児童読み物 1/26

122 エネルギーをみんなにそしてクリーンに　夢の発電って、なんだろう？( おはなしＳＤＧｓシリーズ ) 森川成美作 こばようこ絵 講談社 児童読み物 1/26

123 未来からの伝言　ＳＤＧｓガイドブック ( おはなしＳＤＧｓシリーズ ) 那須田淳作 梶山直美絵 講談社 児童読み物 1/29

124 陸の豊かさも守ろう　海をこえて虫フレンズ( おはなしＳＤＧｓシリーズ ) 吉野万理子作 宮尾和孝絵 講談社 児童読み物 1/26

125 会いたくて会いたくて 室井滋作 長谷川義史絵 小学館 児童読み物 1/27

126 ４ひきのちいさいおおかみ スベンヤ・ヘルマン文 ヨゼフ・ヴィルコン絵 石川素子訳 徳間書店 児童読み物 1/19

127 もしかして… クリス・ホートン作 木坂涼訳 ＢＬ出版 児童読み物 2/3

128 この　まちの　どこかに ※ ２０１９年ニューヨーク・タイムズ最優秀絵本賞、２０２０年エズラ・ジャック・キーツ賞受賞作品シドニー・スミス作・絵 せなあいこ訳 評論社 児童読み物 1/26

129 オニタロウ ( 福音館創作童話シリーズ ) こさかまさみ文 北村人絵 福音館書店 児童読み物 1/13

130 くもとり山の　イノシシびょういん ( 福音館創作童話シリーズ ) かこさとし文・絵 なかじまかめい絵 福音館書店 児童読み物 1/6

131 煮干 ( 和食のだしは海のめぐみ３　シリーズ完結) 全国煮干協会監修 阿部秀樹写真・文 偕成社 児童ノンフィクション1/29

132 自由帳みせて！ すずきこうせい文・イラスト 福音館書店 児童ノンフィクション1/13

133 動かなくなったら ( プロから学ぶ修理ずかん２) フレーベル館 児童ノンフィクション1/20

134 いつでも　どこでも　きのこ ( 森の小さな生きもの紀行２) 保坂健太郎文 新井文彦写真 文一総合出版 児童ノンフィクション1/22

135 あなたの　あしもと　コケの森 ( 森の小さな生きもの紀行３) 鵜沢美穂子文 新井文彦写真 文一総合出版 児童ノンフィクション2/5

136 真実を発見！　科学捜査　ＤＮＡ鑑定から死因究明まで( 子供の科学サイエンスブックスＮＥＸＴ) 石澤不二雄監修 誠文堂新光社 児童ノンフィクション1/20

137 大注目！　写真とイラストでわかる　大正時代をのぞいてみよう 「大正時代をのぞいてみよう」編集委員会編 汐文社 児童ノンフィクション1/8

138 防災教室　防災グッズがわかる本 今泉マユ子監修 理論社 児童ノンフィクション1/20

139 図解でわかる　１４歳から知る食べ物と人類の１万年史 インフォビジュアル研究所編 太田出版 ヤングアダルト1/22

140 図解　はじめて学ぶ　みんなのビジネス ララ・ブライアン著 ローズ・ホールほか著 浜崎絵梨訳 髙橋郁夫監修 晶文社 ヤングアダルト1/29

141 きみのいた森で ( 海外ミステリーＢＯＸ) ※２０１９年エドガー・アラン・ポー賞児童書部門受賞作品ピート・ハウトマン作 こだまともこ訳 評論社 ヤングアダルト1/22

142 学校、行かなきゃいけないの？　これからの不登校ガイド( １４歳の世渡り術 ) 雨宮処凛著 河出書房新社 ヤングアダルト1/22

143 夜叉神川（ヤシャジンガワ） 安東みきえ著 講談社 ヤングアダルト1/26

144 詩人になりたいわたしＸ ( ＳＵＰＥＲ！ＹＡ) ※2018年 全米図書賞、2019年カーネギー賞、ゴールデン・カイト賞受賞作品エリザベス・アセヴェド作 田中亜希子訳 小学館 ヤングアダルト1/18

145 はじまりの２４時間書店 ロビン・スローン作 島村浩子訳 東京創元社 ヤングアダルト1/26


