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1 うかれ十郎兵衛 吉森大祐著 講談社 日本文芸書 4/22

2 この場所であなたの名前を呼んだ 加藤千恵著 講談社 日本文芸書 4/26

3 スイッチ 悪意の実験 ※ 第６３回メフィスト賞受賞作品 潮谷験著 講談社 日本文芸書 4/20

4 グッバイ・イエロー・ブリック・ロード ( 東京バンドワゴン ) 小路幸也著 集英社 日本文芸書 4/22

5 対になる人 花村萬月著 集英社 日本文芸書 4/22

6 義士切腹 佐々木裕一著 小学館 日本文芸書 4/21

7 男の子になりたかった女の子になりたかった女の子 松田青子著 中央公論新社 日本文芸書 4/16

8 最高のアフタヌーンティーの作り方 古内一絵著 中央公論新社 日本文芸書 4/16

9 烏百花 白百合の章 ( 八咫烏外伝 ) 阿部智里著 文藝春秋 日本文芸書 4/22

10 白鯨 ＭＯＢＹ－ＤＩＣＫ 夢枕獏著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 4/12

11 ひきなみ 千早茜著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 4/27

12 東京ディストピア日記 桜庭一樹著 河出書房新社 日本文芸書 4/23

13 ＭＲ 久坂部羊著 幻冬舎 日本文芸書 4/12

14 白鳥とコウモリ 東野圭吾著 幻冬舎 日本文芸書 4/7

15 ブックキーパー 脳男３ 首藤瓜於著 講談社 日本文芸書 4/19

16 百合中毒 井上荒野著 集英社 日本文芸書 4/22

17 緑陰深きところ 遠田潤子著 小学館 日本文芸書 4/21

18 臨床の砦 夏川草介著 小学館 日本文芸書 4/21

19 小島 小山田浩子著 新潮社 日本文芸書 4/28

20 小説 ８０５０（ハチマルゴーマル） 林真理子著 新潮社 日本文芸書 4/28

21 破天荒 高杉良著 新潮社 日本文芸書 4/21

22 わたし、定時で帰ります。 ライジング 朱野帰子著 新潮社 日本文芸書 4/21

23 田舎のポルシェ 篠田節子著 文藝春秋 日本文芸書 4/13

24 初詣で 照降町四季 １ 佐伯泰英著 文藝春秋 日本文芸書 4/6

25 鷹の城 山本巧次著 光文社 日本文芸書 4/20

26 冬華 大倉崇裕著 祥伝社 日本文芸書 4/14

27 風よ僕らの前髪を ※ 第３０回鮎川哲也賞優秀賞受賞作品 弥生小夜子著 東京創元社 日本文芸書 5/7

28 蝶として死す 平家物語推理抄 ( ミステリ・フロンティア ) 羽生飛鳥著 東京創元社 日本文芸書 4/8

29 四分の一世界旅行記 石川宗生著 東京創元社 日本文芸書 4/26

30 日向を掬う 朝倉宏景著 双葉社 日本文芸書 4/20

31 ジュリーの世界 増山実著 ポプラ社 日本文芸書 4/12

32 セゾン・サンカンシオン 前川ほまれ著 ポプラ社 日本文芸書 4/12

33 曲亭の家 西條奈加著 角川春樹事務所 日本文芸書 4/13

34 沈黙の終わり 上 堂場瞬一著 角川春樹事務所 日本文芸書 4/13

35 沈黙の終わり 下 堂場瞬一著 角川春樹事務所 日本文芸書 4/13

36 にぎやかな落日 朝倉かすみ著 光文社 日本文芸書 4/20

37 われらの世紀 真藤順丈短編集 真藤順丈著 光文社 日本文芸書 4/20

38 めぐりんと私。 大崎梢著 東京創元社 日本文芸書 4/19

39 非弁護人（仮） 月村了衛著 徳間書店 日本文芸書 4/28

40 エレジーは流れない 三浦しをん著 双葉社 日本文芸書 4/20

41 悪魔には悪魔を 大沢在昌著 毎日新聞出版 日本文芸書 4/14

42 祖国 上 ※ 国民小説賞、バスク文学賞受賞作品 フェルナンド・アランブル著/木村裕美訳河出書房新社 外国文芸書 4/22

43 祖国 下 ※ 国民小説賞、バスク文学賞受賞作品 フェルナンド・アランブル著/木村裕美訳河出書房新社 外国文芸書 4/22

44 ホテル ( ボウエン・コレクション２ ) エリザベス・ボウエン著/太田良子訳国書刊行会 外国文芸書 4/中

45 不滅の子どもたち クロエ・ベンジャミン著/鈴木潤訳集英社 外国文芸書 4/22

46 狂女たちの舞踏会 ※ ２０１９年度高校生が選ぶルノドー賞受賞作品ヴィクトリア・マス著/永田千奈訳早川書房 外国文芸書 4/13

47 ３０年目の待ち合わせ エリエット・アベカシス著/齋藤可津子訳早川書房 外国文芸書 4/上

48 続・用心棒 ( ハヤカワ・ミステリ ) デイヴィッド・ゴードン著/青木千鶴訳早川書房 外国文芸書 4/上

49 ミカンの味 チョ・ナムジュ著/矢島暁子訳朝日新聞出版 外国文芸書 4/5

50 複眼人 呉明益著/小栗山智訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ 外国文芸書 4/1

51 爆弾魔 続・新アラビア夜話 Ｒ・Ｌ・スティーヴンソン著/ファニー・スティーヴンソン著/南條竹則訳国書刊行会 外国文芸書 4/中

52 キリギリスのしあわせ トーン・テレヘン著/長山さき訳新潮社 外国文芸書 4/28

53 過ぎにし夏、マーズ・ヒルで エリザベス・ハンド傑作選( 創元海外ＳＦ叢書)/※ネビュラ賞、世界幻想文学大賞中長編部門受賞作品エリザベス・ハンド著/市田泉訳東京創元社 外国文芸書 4/8

54 地中のディナー ( 海外文学セレクション ) ネイサン・イングランダー著/小竹由美子訳東京創元社 外国文芸書 4/26

55 アウシュヴィッツで君を想う エディ・デ・ウィンド著/塩崎香織訳早川書房 外国文芸書 4/上

56 花の子ども ※ ２００８年アイスランド女性文学賞、２０１０年ＰAGE文学賞受賞作品オイズル・アーヴァ・オウラヴスドッティル著/神崎朗子訳早川書房 外国文芸書 4/13

57 私のいちばん得意な料理、教えます 基本のレシピ１００のコツ 大庭英子著/上田淳子著/ウーウェン著/市瀬悦子ほか著家の光協会 くらしの実用書 5/中

58 サカタフルーツパーラー フルーツを楽しむ56のレシピ 坂田阿希子著 グラフィック社 くらしの実用書 4/6

59 野菜まるごと冷凍レシピ 沼津りえ著 主婦の友社 くらしの実用書 4/19
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60 しっとり、カリっと アーモンドのお菓子 下園昌江著 文化出版局 くらしの実用書 4/22

61 散歩で見つける 薬草図鑑 見分け方・使い方がよくわかる 指田豊監修 家の光協会 くらしの実用書 5/中

62 人生がキラめく靴選び 森千秋著 河出書房新社 くらしの実用書 4/19

63 自分で作るエプロンとかっぽう着 主婦と生活社編 主婦と生活社 くらしの実用書 5/中

64 １日でぬえる！簡単楽ちんワンピース 子どものおしゃれなアッパッパ Ｑｕｏｉ？Ｑｕｏｉ？著 主婦の友社 くらしの実用書 4/12

65 達人が教える！農家直伝 たくさんとれた野菜の保存と料理 加藤正明監修/池上正子著永岡書店 くらしの実用書 4/6

66 飲食店のためのドリンクの教科書 料理やスイーツに合わせて作るソフトドリンクの基礎と応用 片倉康博著/田中美奈子著/藤岡響著メイツユニバーサルコンテンツくらしの実用書 4/27

67 図解即戦力 証券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 土信田雅之監修 技術評論社 ビジネス・くらしの経済4/19

68 取材・執筆・推敲 書く人の教科書 古賀史健著 ダイヤモンド社 ビジネス・くらしの経済4/6

69 おうちでとれたて！ハーブと野菜 田代耕太郎著 主婦の友社 すまい・住宅・建築4/28

70 今さら聞けない 農業・農村用語事典 農文協編 農山漁村文化協会 すまい・住宅・建築4/8

71 おしゃれに飾る ベランダ菜園 原由紀子監修 ブティック社 すまい・住宅・建築4/5

72 疫学とはなにか データと理論思考で探る病気の原因と予防 中村好一著 技術評論社 健康と家庭の医学4/14

73 パーキンソン病と診断されたら最初に読む運動の本 小川順也著 日東書院本社 健康と家庭の医学4/28

74 うつ・適応障害・双極性障害 心の名医が教える最高の治し方大全 大野裕ほか著 文響社 健康と家庭の医学4/13

75 子育てで眠れないあなたに 夜泣きドクターと睡眠専門ドクターが教える細切れ睡眠対策 伊田瞳著/森田麻里子著/さざなみイラストＫＡＤＯＫＡＷＡ 教育と福祉 4/27

76 不登校に陥る子どもたち 思春期のつまずきから抜け出すためのプロセス 成重竜一郎著 合同出版 教育と福祉 4/9

77 言語聴覚士になろう！ みやのひろ著 青弓社 教育と福祉 4/22

78 誰にも聞けなかった！保育者のいろいろお悩み相談 水野智美著/西村実穂著/徳田克己監修中央法規出版 教育と福祉 4/上

79 Ｑ＆Ａでわかる 業種別下請法の実務 長澤哲也編著/小田勇一編著学陽書房 くらしの法律 4/14

80 令和時代の公用文 書き方のルール 小田順子著 学陽書房 くらしの法律 4/21

81 すぐに役立つ 入門図解！ 障害者支援法と障害年金の法律と手続き 森島大吾監修/林智之監修三修社 くらしの法律 4/15

82 憲法を読み解く 渋谷秀樹著 有斐閣 くらしの法律 5/中

83 災害とたたかう大名たち 藤田達生著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 歴史と紀行 4/21

84 テンプル騎士団全史 ダン・ジョーンズ著/ダコスタ吉村花子訳河出書房新社 歴史と紀行 4/15

85 毒が変えた天平時代 藤原氏とかぐや姫の謎 船山信次著 原書房 歴史と紀行 4/16

86 日本疫病図説 絵に込められた病魔退散の祈り 畑中章宏著 笠間書院 日本の文化 4/30

87 万葉集の基礎知識 上野誠編/鉄野昌弘編/村田右富実編ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本の文化 4/21

88 教会と千歳飴 日本文化、知恵の創造力 上野誠著 小学館 日本の文化 4/上

89 もう一度読みたい日本古典文学 三宅晶子編 勉誠出版 日本の文化 5/上

90 食卓を変えた植物学者 世界くだものハンティングの旅 ダニエル・ストーン著/三木直子訳築地書館 世界の文化 4/26

91 桜の文化誌 ( 花と木の図書館 ) コンスタンス・Ｌ・カーカー著/メアリー・ニューマン著/富原まさ江訳原書房 世界の文化 4/19

92 中国史で読み解く故事成語 阿部幸信著 山川出版社 世界の文化 4/28

93 平成ネット史 NHK平成ネット史編幻冬舎 現代社会 4/19

94 実力も運のうち 能力主義は正義か？ マイケル・サンデル著/鬼澤忍訳早川書房 現代社会 4/13

95 クルドの夢 ペルーの家 日本に暮らす難民・移民と入管制度( 論創ノンフィクション ) 乾英理子著 論創社 現代社会 4/28

96 分水嶺 ドキュメント コロナ対策専門家会議 河合香織著 岩波書店 現代社会 4/6

97 命に価格をつけられるのか（仮） ハワード・スティーブン・フリードマン著/南沢篤花訳慶應義塾大学出版会現代社会 4/16

98 すぐそこにあるサイバーセキュリティの罠 テレワーク、スマホ、メールを狙う最新トラブルとその裏側勝村幸博著 日経ＢＰマーケティング現代社会 4/15

99 マイノリティ問題から考える社会学・入門 差別をこえるために 西原和久編著/杉本学編著有斐閣 現代社会 4/12

100 そもそも植物とは何か フロランス・ビュルガ著/田中裕子訳河出書房新社 サイエンス 4/12

101 絶滅魚クニマスの発見 私たちはこの種から何を学ぶか( 新潮選書 ) 中坊徹次著 新潮社 サイエンス 4/19

102 世界の猫はざっくり何匹？ 頭がいい計算力が身につく「フェルミ推定」超入門 ロブ・イースタウェイ著/水谷淳訳ダイヤモンド社 サイエンス 4/20

103 日本のアンモナイト 本でみるアンモナイト博物館 大八木和久著 築地書館 サイエンス 4/2

104 よくわかる測量 海津優著 自由国民社 テクノロジー 4/28

105 プレス加工が一番わかる 小渡邦昭著 技術評論社 テクノロジー 4/28

106 コンピューティング史 人間は情報をいかに取り扱ってきたか ﾏｰﾃｨﾝ・ｷｬﾝﾍﾞﾙｹﾘｰ著/ｳｨﾘｱﾑ・ｱｽﾌﾟﾚｲほか著/杉本舞監訳/喜多千草ほか訳共立出版 テクノロジー 4/8

107 図解まるわかり Ｗｅｂ技術のしくみ 西村泰洋著 翔泳社 テクノロジー 4/5

108 一番やさしい・一番くわしい 完全図解 電気の基礎と実務 大浜庄司著 日本実業出版社 テクノロジー 4/28

109 古典彫刻技法大全 籔内佐斗司監修 求龍堂 芸術・スポーツ 4/9

110 もっと知りたい イサム・ノグチ 新見隆著 東京美術 芸術・スポーツ 4/26

111 名作写真集の世界 ( 別冊太陽スペシャル ) 別冊太陽編集部編 平凡社 芸術・スポーツ 4/23

112 図書館評価の有効性 影響評価の理論を用いた実証研究 田辺智子編著 明石書店 ライブラリアン 4/6

113 児童文学の中の家 深井せつ子著 エクスナレッジ ライブラリアン 4/1

114 文豪たちの住宅事情 田村景子編著/小堀洋平著/田部知季著/吉野泰平著笠間書院 ライブラリアン 4/26

115 感染症文学論序説 文豪たちはいかに書いたか 石井正己著 河出書房新社 ライブラリアン 4/23

116 まちづくりと図書館 人々が集い、活動し創造する図書館へ 大串夏身著 青弓社 ライブラリアン 4/21

117 空よ！ 内田麟太郎詩/後藤美月絵アリス館 児童読み物 5/6

118 ろくぶんの、ナナ ※ 第１７回ジュニア冒険小説大賞受賞作品林けんじろう作/高橋由季絵岩崎書店 児童読み物 4/12
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119 にげろ！どろねこちゃん 竹下文子文/おくはらゆめ絵教育画劇 児童読み物 4/15

120 しんぱいせんせい ( おはなしみーつけた！シリーズ ) 北川チハル作/大野八生絵佼成出版社 児童読み物 4/30

121 はりねずみのルーチカ にじいろのたまご( わくわくライブラリー ) かんのゆうこ作/北見葉胡絵講談社 児童読み物 4/5

122 夜明けをつれてくる犬 吉田桃子著/Ｎａｆｆｙ絵講談社 児童読み物 4/20

123 へんてこたいそう 新井洋行作 小峰書店 児童読み物 4/16

124 サステナブル・ビーチ 小手鞠るい作/カシワイ絵さ・え・ら書房 児童読み物 4/9

125 二平方メートルの世界で ※ 北九州市 子どもノンフィクション文学賞最優秀賞受賞作品前田海音文/はたこうしろう絵小学館 児童読み物 4/16

126 にんきもの いちねんせい つちだのぶこ作・絵 小学館 児童読み物 4/13

127 ねむろんろん 村中李衣文/こしだミカ絵新日本出版社 児童読み物 4/7

128 まいごのたまごにいちゃん ( ひまわりえほんシリーズ ) あきやまただし作・絵鈴木出版 児童読み物 4/20

129 あまがえるのぼうけん たてのひろし作/かわしまはるこ絵世界文化社 児童読み物 4/23

130 五人と一匹見つけ隊 見つけ隊と燃える小屋のなぞ( ハヤカワ・ジュニア・ブックス ) イーニッド・ブライトン作/河合祥一郎訳早川書房 児童読み物 4/13

131 チョコレートのおみやげ 岡田淳作/植田真絵 ＢＬ出版 児童読み物 5/中

132 こそあどの森のおとなたちが子どもだったころ( こそあどの森の物語 ) 岡田淳作・絵 理論社 児童読み物 4/26

133 ぼくとがっこう 谷川俊太郎文/はたこうしろう絵アリス館 児童読み物 4/27

134 ゴリランとわたし フリーダ・ニルソン作/ながしまひろみ絵/よこのなな訳岩波書店 児童読み物 4/16

135 きたきつねとはるのいのち 手島圭三郎文・絵 絵本塾出版 児童読み物 4/7

136 神さまの通り道 スサノオさんキレてるんですけど 村上しいこ作/柴田ゆう絵偕成社 児童読み物 4/19

137 ともだち いっしゅうかん ( おれたち、ともだち！１４ ) 内田麟太郎作/降矢なな絵偕成社 児童読み物 4/13

138 ふまんばかりのメシュカおばさん キャロル・チャップマン作/アーノルド・ローベル絵/こみやゆう訳好学社 児童読み物 4/20

139 うさぎタウンのおむすびやさん ( わくわくライブラリー ) 小手鞠るい作/松倉香子絵講談社 児童読み物 4/5

140 春のウサギ ケビン・ヘンクス作/原田勝訳/大澤聡子訳小学館 児童読み物 4/19

141 あきらがあけてあげるから ヨシタケシンスケ作・絵ＰＨＰ研究所 児童読み物 4/13

142 えんそく ねこねこ 長野ヒデ子作・絵 ひさかたチャイルド 児童読み物 4/12

143 さいごのゆうれい ( 福音館創作童話シリーズ ) 斉藤倫作/西村ツチカ画福音館書店 児童読み物 4/7

144 アインシュタイン 時をかけるネズミの大冒険 トーベン・クールマン作/金原瑞人訳ブロンズ新社 児童読み物 5/中

145 あおぞらこども食堂はじまります！ ( 本はともだち ) いとうみく作/丸山ゆき絵ポプラ社 児童読み物 4/2

146 ねずみくんのピッピッピクニック ( ねずみくんの絵本 ) なかえよしを作/上野紀子絵ポプラ社 児童読み物 4/2

147 あまがえるりょこうしゃ ちかたんけん ( 福音館の科学シリーズ ) 松岡たつひで作 福音館書店 児童ノンフィクション4/7

148 はやぶさ２ リュウグウからの玉手箱 山下美樹文/津田雄一監修文溪堂 児童ノンフィクション5/上

149 おかえり、ウミガメ 高久至写真・文 アリス館 児童ノンフィクション4/14

150 目で見るＳＤＧｓ時代の異常気象のしくみ ＳＤＧｓ時代に知っておきたいこと ジュディス・ラルストン著/フレイザー・ラルストン著/片神貴子訳さ・え・ら書房 児童ノンフィクション4/12

151 こども六法ネクスト おとなを動かす悩み相談クエスト 山崎聡一郎監修/森井ケンシロウ漫画/古城宏漫画原作小学館 児童ノンフィクション4/12

152 表・グラフの読み方・つくり方 データを正しく活用しよう！( 楽しい調べ学習シリーズ ) 渡辺美智子監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション4/13

153 図解 身近にあふれる「元素」が３時間でわかる本 左巻健男編著/元素学たん編著明日香出版社 ヤングアダルト 5/13

154 ショートショートでひらめく文章教室 ( １４歳の世渡り術 ) 田丸雅智著 河出書房新社 ヤングアダルト 4/12

155 はなの街オペラ 森川成美著/坂本ヒメミ絵くもん出版 ヤングアダルト 4/28

156 少女と少年と海の物語 クリス・ヴィク著/杉田七重訳東京創元社 ヤングアダルト 5/7

157 身近な環境・生活のホントがよくわかる本 浦野紘平著/浦野真弥著オーム社 ヤングアダルト 4/2

158 「役に立たない」 研究の未来 初田哲男著/大隅良典著/隠岐さや香著/柴藤亮介編柏書房 ヤングアダルト 4/9

159 学校では教えてくれない 自分を休ませる方法 井上祐紀著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ヤングアダルト 4/12

160 みつばちと少年 村上しいこ著/高山裕子絵講談社 ヤングアダルト 4/5

161 社会を変えた５０人の女性アーティストたち レイチェル・イグノトフスキー著/野中モモ訳創元社 ヤングアダルト 4/15

162 人類滅亡フラグがたちました！ ぼくらが決める七つの未来 令丈ヒロ子著/明菜イラストＰＨＰ研究所 ヤングアダルト 4/13

163 ゴースト・ボーイズ ぼくが十二歳で死んだわけ ジュエル・パーカー・ローズ作/武富博子訳評論社 ヤングアダルト 4/20

164 ハーフってなんだろう？ ( 中学生の質問箱 ) 下地ローレンス吉孝著平凡社 ヤングアダルト 4/21

165 武器ではなく命の水をおくりたい 中村哲医師の生き方 宮田律著 平凡社 ヤングアダルト 4/21


