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1 きみがいた世界は完璧でした、が 渡辺優著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/17

2 泡 松家仁之著 集英社 日本文芸書 4/1

3 チンギス紀　１０　星芒 北方謙三著 集英社 日本文芸書 3/24

4 ９月９日９時９分 一木けい著 小学館 日本文芸書 3/10

5 あしたの官僚 周木律著 新潮社 日本文芸書 3/15

6 迷子の龍は夜明けを待ちわびる ※ ファンタジーノベル大賞2020受賞作品岸本惟著 新潮社 日本文芸書 3/15

7 千里をゆけ 武川佑著 文藝春秋 日本文芸書 3/24

8 物語のものがたり 梨木香歩著 岩波書店 日本文芸書 3/16

9 傷痕のメッセージ 知念実希人著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/10

10 きみの傷跡 藤野恵美著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/17

11 魂手形（タマテガタ）　三島屋変調百物語　七之続 宮部みゆき著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/24

12 ドキュメント 湊かなえ著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/23

13 なごり雪 新堂冬樹著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/22

14 半逆光 谷村志穂著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/24

15 むしろ、考える家事 山崎ナオコーラ著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/16

16 遺言歌 なかにし礼著 河出書房新社 日本文芸書 3/23

17 クメールの瞳 斉藤詠一著 講談社 日本文芸書 3/29

18 Ｓｔｏｒｙ　ｆｏｒ　ｙｏｕ 講談社編 講談社 日本文芸書 3/23

19 Ｄａｙ　ｔｏ　Ｄａｙ 講談社編 講談社 日本文芸書 3/23

20 どの口が愛を語るんだ 東山彰良著 講談社 日本文芸書 3/15

21 命とられるわけじゃない 村山由佳著 集英社 日本文芸書 3/24

22 小福ときどき災難 群ようこ著 集英社 日本文芸書 4/1

23 本日も晴天なり　鉄砲同心つつじ暦 梶よう子著 集英社 日本文芸書 3/24

24 新　謎解きはディナーのあとで 東川篤哉著 小学館 日本文芸書 3/29

25 道をたずねる 平岡陽明著 小学館 日本文芸書 3/29

26 泳ぐ者 青山文平著 新潮社 日本文芸書 3/15

27 こころの散歩 五木寛之著 新潮社 日本文芸書 3/26

28 沙林(サリン）　偽りの王国 帚木蓬生著 新潮社 日本文芸書 3/26

29 正欲 朝井リョウ著 新潮社 日本文芸書 3/26

30 平岩弓枝著 文藝春秋 日本文芸書 3/8

31 キネマの神様　ディレクターズ・カット 原田マハ著 文藝春秋 日本文芸書 3/22

32 Ｇｏ　Ｔｏ　マリコ 林真理子著 文藝春秋 日本文芸書 3/8

33 救急患者Ｘ 麻生幾著 幻冬舎 日本文芸書 3/15

34 前夜（仮） 森晶麿著 光文社 日本文芸書 3/23

35 君の心を読ませて 浜口倫太郎著 実業之日本社 日本文芸書 3/12

36 佐野洋子とっておき作品集（仮） 佐野洋子著 筑摩書房 日本文芸書 3/11

37 天の川の舟乗り　名探偵音野順の事件簿 北山猛邦著 東京創元社 日本文芸書 3/17

38 風巻（しまき）　伊豆春嵐譜 鳴神響一著 早川書房 日本文芸書 3/16

39 再建の神様 江上剛著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 3/2

40 青い孤島 森沢明夫著 双葉社 日本文芸書 3/16

41 共謀小説家（仮） 蛭田亜紗子著 双葉社 日本文芸書 3/16

42 つまらない住宅地のすべての家 津村記久子著 双葉社 日本文芸書 3/16

43 広告の会社、作りました 中村航著 ポプラ社 日本文芸書 3/8

44 ひとりなら、それでいいじゃない。 曽野綾子著 ポプラ社 日本文芸書 3/15

45 道連れ彦輔　居直り道中 逢坂剛著 毎日新聞出版 日本文芸書 3/17

46 花下に舞う（仮） ( 弥勒シリーズ ) あさのあつこ著 光文社 日本文芸書 3/23

47 大義　横浜みなとみらい署暴対係 今野敏著 徳間書店 日本文芸書 3/9

48 東京日記 ６ 川上弘美著 平凡社 日本文芸書 3/22

49 アニマ ※ フランス作家協会ティード・モニエ大賞受賞作品ワジディ・ムアワッド著/大島ゆい訳河出書房新社 外国文芸書 3/24

50 星の時 クラリッセ・リスペクトル著/福嶋伸洋訳河出書房新社 外国文芸書 3/下

51 理不尽ゲーム サーシャ・フィリペンコ著/奈倉有里訳集英社 外国文芸書 3/24

52 マハラジャの葬列 ※ ハヤカワ・ミステリ ／２０１８年ウィルバー・スミス賞冒険小説賞受賞作品アビール・ムカジー著/田村義進訳早川書房 外国文芸書 3/2

53 ミシンの見る夢　お針子として生きる（仮） ビアンカ・ピッツォルノ著/中山エツコ訳河出書房新社 外国文芸書 3/22

54 戻ってきた娘 ※ ２０１７年カンピエッロ賞受賞作品 ドナテッラ・ディ・ピエトラントーニオ著/関口英子訳小学館 外国文芸書 3/23

55 断絶 ※ エクス・リブリス ／２０１９年ニューヨーク公共図書館若獅子賞受賞作品リン・マー著/藤井光訳白水社 外国文芸書 3/24

56 宇宙の春 ( ハヤカワ・ミステリ ) ケン・リュウ著/古沢嘉通編訳早川書房 外国文芸書 3/16

57 クララとお日さま カズオ・イシグロ著/土屋政雄訳早川書房 外国文芸書 3/2

58 アウトサイダー　上 スティーヴン・キング著/白石朗訳文藝春秋 外国文芸書 3/23
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59 アウトサイダー　下 スティーヴン・キング著/白石朗訳文藝春秋 外国文芸書 3/23

60 ２２作例で学ぶ　カラーボールペン画入門 オガワヒロシ著 日貿出版社 くらしの実用書 3/1

61 酪農かあさんが教える　台所チーズ スローライフミルク研究会編農山漁村文化協会 くらしの実用書 3/24

62 有賀薫の 豚汁レボリューション 有賀薫著 家の光協会 くらしの実用書 4/14

63 梅干しを漬けてわかること 有元葉子著 文化出版局 くらしの実用書 3/18

64 焚き火料理の本 小雀陣二著 山と溪谷社 くらしの実用書 3/16

65 食べられる庭図鑑 良原リエ著 ＫＴＣ中央出版 ビジネス・くらしの経済4/1

66 トコトンやさしい土木技術の本 ( 今日からモノ知りシリーズ ) 溝渕利明著 日刊工業新聞社 ビジネス・くらしの経済3/26

67 夜間頻尿　朝までぐっすり！悩み解決ＢＯＯＫ名医が教える「自宅ケア」の簡単ワザ　   　　　　　　　     主婦と生活社ライフ・ケア編集部編主婦と生活社 健康と家庭の医学3/31

68 健康食品・サプリメント　知りたいことガイドブックＱ＆Ａでわかる正しい知識と選び方　　　　　　　　　 畝山智香子著/大野智著/千葉一敏著中央法規出版 健康と家庭の医学4/7

69 鼻専門医が教える　「熟睡」を手にする最高の方法 黄川田徹著 日経ＢＰマーケティング（発売）／日本経済新聞出版部（発行）健康と家庭の医学3/15

70 下肢静脈瘤　血管外科の名医が教える最高の治し方大全 岩井武尚ほか著 文響社 健康と家庭の医学3/9

71 実践！　介護フットケア　元気に歩く「足」のために( 介護ライブラリー ) 西田壽代監修 講談社 教育と福祉 3/25

72 家で最期を迎えるために　在宅医療を考えたら読む本 中村明澄著 大和書房 教育と福祉 3/22

73 新型コロナウイルスに対する　学校の感染対策 武藤義和著 丸善出版 教育と福祉 4/上

74 教養としての「労働法」入門 向井蘭編著 日本実業出版社 くらしの法律 3/23

75 刑法の時間 佐久間修編/橋本正博編有斐閣 くらしの法律 4/1

76 国際私法 ( 有斐閣ストゥディア ) 多田望著/長田真里著有斐閣 くらしの法律 4/中

77 一冊でわかるスペイン史 ( 世界と日本がわかる国ぐにの歴史) 永田智成編著/久 河出書房新社 歴史と紀行 3/25

78 語り芸パースペクティブ　物語りの国、日本 玉川奈々福著 晶文社 日本の文化 3/25

79 有職故実の世界 ( 別冊太陽 日本のこころ ) 八條忠基監修 平凡社 日本の文化 3/19

80 困ったときに役立つ！ すぐにもらえるお金と使えるサービス 溝口知実監著 自由国民社 現代社会 3/3

81 Ｎｕｍｂｅｒｓ　Ｄｏｎ’ｔ　Ｌｉｅ　世界のリアルは「数字」でつかめ！ バーツラフ・シュミル著/栗木さつき訳/熊谷千寿訳ＮＨＫ出版 現代社会 3/24

82 ブランド米開発競争 熊野孝文著 中央公論新社 現代社会 3/19

83 今だから知りたいワクチンの科学　効果とリスクを正しく判断するために 中西貴之監修/宮坂昌之監修技術評論社 サイエンス 3/5

84 なぞとき　深海１万メートル　暗黒の「超深海」で起こっていること 蒲生俊敬著/窪川かおる著講談社 サイエンス 3/8

85 Ｌｉｑｕｉｄ 液体　この素晴らしく、不思議で、危ないもの マーク・ミーオドヴニク著/松井信彦訳合同出版 サイエンス 3/下

86 ＷＨＡＴ　ＩＳ　ＬＩＦＥ？　生命とは何か ポール・ナース著/竹内薫訳ダイヤモンド社 サイエンス 3/9

87 トコトンやさしい天文学の本 ( 今日からモノ知りシリーズ ) 山口弘悦著/榎戸輝揚著日刊工業新聞社 サイエンス 3/26

88 カラー版　目で見てナットク！　はんだ付け作業 野瀬昌治著 日刊工業新聞社 テクノロジー 3/29

89 謎解き　鳥獣戯画 ( とんぼの本 ) 芸術新潮編集部編 新潮社 芸術・スポーツ 3/23

90 日本史でたどる能楽入門 大倉源次郎著 扶桑社 芸術・スポーツ 3/19

91 画家たちのパートナー　その愛と葛藤 千足伸行著 論創社 芸術・スポーツ 4/6

92 学校図書館の現在 ( ライブラリーぶっくす ) 野口武悟著 勉誠出版 ライブラリアン 3/下

93 日本の川　読み歩き　百冊の時代小説を楽しむ 岡村直樹著 山と溪谷社 ライブラリアン 3/15

94 ひかる石のおはなし ( 読書の時間 ) 小手鞠るい作/酒井以絵あかね書房 児童読み物 3/下

95 ちいさなこえが みらいをかえる！ アンドレア・ベイティー作/デイヴィッド・ロバーツ絵/かとうりつこ訳絵本塾出版 児童読み物 3/26

96 一年生なんだもん　めざましくんと大とっくん！( キッズ文学館 ) 村上しいこ作/ひがしちから絵学研プラス 児童読み物 3/16

97 葉っぱにのって 濱野京子作/しろさめ絵金の星社 児童読み物 3/9

98 サイコーの通知表 ( 文学の扉 ) 工藤純子著 講談社 児童読み物 3/2

99 いつか あなたを わすれても 桜木紫乃文/オザワミカ絵集英社 児童読み物 3/24

100 迷子の星たちのメリーゴーラウンド 日向理恵子著/六七質イラスト小学館 児童読み物 3/17

101 こいのぼりセブン もとしたいづみ作/ふくだいわお絵世界文化社 児童読み物 3/19

102 おひさま わらった きくちちき作・絵 フレーベル館 児童読み物 4/2

103 クルミ先生とまちがえたくないわたし ( ポプラ物語館 ) 令丈ヒロ子作/雛川まつり絵ポプラ社 児童読み物 3/15

104 くまちゃんが　ちいさくなっちゃった トム・エリヤン文/ジェーン・マッセイ絵/なかがわちひろ訳光村教育図書 児童読み物 3/26

105 はしごしゃの　のびるくん ( えほんのぼうけん ) 正高もとこ作/鎌田歩絵岩崎書店 児童読み物 3/8

106 ありえない！ エリック・カール作/アーサー・ビナード訳偕成社 児童読み物 3/15

107 しげちゃんの　はつこい 室井滋作/長谷川義史絵金の星社 児童読み物 3/19

108 へんしんどうぶつえん あきやまただし作・絵金の星社 児童読み物 3/

109 モルモットのちゃもと けだまーず なかやみわ作 金の星社 児童読み物 3/10

110 いえのなかと いえのそとで レウィン・ファム作/横山和江訳廣済堂あかつき 児童読み物 3/30

111 がっこうのおばけずかん　おばけいいんかい( 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 3/24

112 うそ 谷川俊太郎詩/中山信一絵主婦の友社 児童読み物 3/30

113 むしゃむしゃ たべたら おいしいぞ ( チューリップえほんシリーズ ) みやにしたつや作 鈴木出版 児童読み物 3/17

114 十年屋　５　ひまな時もございます 廣嶋玲子作/佐竹美保絵静山社 児童読み物 3/10

115 オサム 谷川俊太郎文/あべ弘士絵童話屋 児童読み物 3/19

116 わたし、パリにいったの たかどのほうこ作 のら書店 児童読み物 3/15
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117 つくしちゃんとおねえちゃん ( 福音館創作童話シリーズ ) いとうみく作/丹地陽子絵福音館書店 児童読み物 3/17

118 でんしゃとしょかん ( えほんのもり ) 深山さくら文/はせがわかこ絵文研出版 児童読み物 3/22

119 進化をたどる７億年の旅　太古のいきものを探しにいこう ジョン・ウッドワード作/クリス・バーカー監修/竹田純子訳河出書房新社 児童ノンフィクション3/23

120 きみにもできる！よりよい世界のつくりかた ケイリー・スウィフト文/リース・ジェフリーズ絵/宮坂宏美訳廣済堂あかつき 児童ノンフィクション3/30

121 これが鳥獣戯画でござる ( 小学館あーとぶっく ) 結城昌子構成・文 小学館 児童ノンフィクション3/30

122 桜島の赤い火 ( たくさんのふしぎ傑作集 ) 宮武健仁文・写真 福音館書店 児童ノンフィクション3/29

123 雪虫 ( たくさんのふしぎ傑作集 ) 石黒誠文・写真 福音館書店 児童ノンフィクション3/29

124 日本庭園を楽しむ絵本 大野八生作 あすなろ書房 児童ノンフィクション3/中

125 さくららら 升井純子作・絵/小寺卓矢写真アリス館 児童ノンフィクション3/17

126 だれのうんち？　うんちでわかる動物のひみつ 小宮輝之写真・監修/有沢重雄構成・文偕成社 児童ノンフィクション3/29

127 海べをはしる人車鉄道　東海道線のいま、むかし( たくさんのふしぎ傑作集 ) 横溝英一文・絵 福音館書店 児童ノンフィクション3/29

128 地球がうみだす土のはなし ( 福音館の科学シリーズ ) 大西健夫文/龍澤彩文/西山竜平絵福音館書店 児童ノンフィクション3/17

129 富岡製糸場　生糸がつくった近代の日本( たくさんのふしぎ傑作集 ) 田村仁文・写真 福音館書店 児童ノンフィクション3/29

130 富士山のまりも　夏休み自由研究５０年後の大発見( たくさんのふしぎ傑作集 ) 亀田良成文/斉藤俊行絵福音館書店 児童ノンフィクション3/29

131 俳句部，はじめました　さくら咲く一度っきりの今を詠む( 岩波ジュニアスタートブックス ) 神野紗希著 岩波書店 ヤングアダルト 3/26

132 伝える技術はこうみがけ！読売ＫＯＤＯＭＯ新聞・読売中高生新聞の現場から　　　　　　 新庄秀規著/藤山純久著中央公論新社 ヤングアダルト 3/5

133 地震はなぜ起きる？ ( 岩波ジュニアスタートブックス ) 鎌田浩毅著 岩波書店 ヤングアダルト 3/26

134 野原できみとピクニック 濱野京子著 偕成社 ヤングアダルト 3/22


