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1 エラー 山下紘加著 河出書房新社 日本文芸書 5/24

2 あるヤクザの生涯　安藤昇正伝 石原慎太郎著 幻冬舎 日本文芸書 5/10

3 片見里荒川コネクション（仮） 小野寺史宜著 幻冬舎 日本文芸書 5/24

4 もどかしいほど静かなオルゴール店 瀧羽麻子著 幻冬舎 日本文芸書 6/7

5 湯けむり食事処　ヒソップ亭 ２ 秋川滝美著 講談社 日本文芸書 5/18

6 檸檬先生 ※ 第１５回小説現代長編新人賞受賞作品 珠川こうた著 講談社 日本文芸書 5/24

7 レンタルフレンド 青木祐子著 集英社 日本文芸書 5/24

8 華の譜　東福門院徳川和子 梓澤要著 新潮社 日本文芸書 5/18

9 捜査一課ＯＢ　ぼくの愛したオクトパス 富樫倫太郎著 中央公論新社 日本文芸書 5/18

10 インドラネット 桐野夏生著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 5/26

11 声の在りか 寺地はるな著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 5/20

12 黒牢城 米澤穂信著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 5/31

13 終活の準備はお済みですか？ 桂望実著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 5/18

14 神様のいうとおり 谷瑞恵著 幻冬舎 日本文芸書 5/24

15 まだ人を殺していません 小林由香著 幻冬舎 日本文芸書 5/24

16 リボルバー 原田マハ著 幻冬舎 日本文芸書 5/24

17 キネマの天使 ２　メロドラマの日 赤川次郎著 講談社 日本文芸書 5/18

18 白医 下村敦史著 講談社 日本文芸書 5/24

19 薔薇のなかの蛇 恩田陸著 講談社 日本文芸書 5/24

20 宗棍（ソウコン） 今野敏著 集英社 日本文芸書 6/2

21 アンソーシャル・ディスタンス 金原ひとみ著 新潮社 日本文芸書 5/24

22 神の悪手 芦沢央著 新潮社 日本文芸書 5/18

23 ファウンテンブルーの魔人たち 白石一文著 新潮社 日本文芸書 5/18

24 雷神 道尾秀介著 新潮社 日本文芸書 5/26

25 空の王 新野剛志著 中央公論新社 日本文芸書 5/18

26 赤の呪縛 堂場瞬一著 文藝春秋 日本文芸書 5/19

27 己丑の大火　照降町四季 ２ 佐伯泰英著 文藝春秋 日本文芸書 5/6

28 最終飛行 佐藤賢一著 文藝春秋 日本文芸書 5/25

29 星落ちて、なお 澤田瞳子著 文藝春秋 日本文芸書 5/10

30 本心 平野啓一郎著 文藝春秋 日本文芸書 5/24

31 幕末紀　高祖父柴田快太郎奇譚 柴田哲孝著 角川春樹事務所 日本文芸書 5/12

32 感染捜査 吉川英梨著 光文社 日本文芸書 5/24

33 精密と凶暴 関俊介著 光文社 日本文芸書 5/24

34 そのひと皿にめぐりあうとき 福澤徹三著 光文社 日本文芸書 5/24

35 ミステリー・オーバードーズ 白井智之著 光文社 日本文芸書 5/24

36 聖徳太子と蘇我入鹿 海音寺潮五郎著 作品社 日本文芸書 6/上

37 吉宗の星 谷津矢車著 実業之日本社 日本文芸書 5/18

38 東京のぼる坂くだる坂 ほしおさなえ著 筑摩書房 日本文芸書 5/27

39 月下のサクラ 柚月裕子著 徳間書店 日本文芸書 5/14

40 流転の中将 奥山景布子著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 5/20

41 死にたがりの君に贈る物語 綾崎隼著 ポプラ社 日本文芸書 5/6

42 忘れられたその場所で、 倉数茂著 ポプラ社 日本文芸書 5/17

43 カード師 中村文則著 朝日新聞出版 日本文芸書 5/上

44 植物忌 星野智幸著 朝日新聞出版 日本文芸書 5/上

45 レッドネック 相場英雄著 角川春樹事務所 日本文芸書 5/12

46 スカイツリーの花嫁花婿 青柳碧人著 光文社 日本文芸書 5/24

47 野球が好きすぎて 東川篤哉著 実業之日本社 日本文芸書 5/27

48 貴方のために綴る１８の物語 岡崎琢磨著 祥伝社 日本文芸書 5/11

49 博覧男爵 志川節子箸 祥伝社 日本文芸書 5/11

50 ヒポクラテスの悔恨 中山七里著 祥伝社 日本文芸書 5/11

51 太陽の門 赤神諒著 日経ＢＰマーケティング（発売）／日本経済新聞出版本部（発行）日本文芸書 5/19

52 プリンス 真山仁著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 5/20

53 なぜ秀吉は 門井慶喜著 毎日新聞出版 日本文芸書 5/12

54 インディゴ クレメンス・Ｊ・ゼッツ著/犬飼彩乃訳国書刊行会 外国文芸書 5/19

55 友達と親戚 ( 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 6/

56 誕生日パーティー ユーディト・Ｗ・タシュラー著/浅井晶子訳集英社 外国文芸書 5/24

57 帰らざる故郷 ( ハヤカワ・ミステリ ) ジョン・ハート著/東野さやか訳早川書房 外国文芸書 5/上

58 台北プライベートアイ ※ 台北国際ブックフェア大賞受賞作品 紀蔚然著/舩山むつみ訳文藝春秋 外国文芸書 5/11

59 エルサレム ※ ジョゼ・サラマーゴ文学賞受賞作品 ゴンサロ・Ｍ・タヴァレス著/木下眞穂訳河出書房新社 外国文芸書 5/20

60 ボドキン家の幸運　ウッドハウス名作選　 Ｐ・Ｇ・ウッドハウス著/森村たまき訳国書刊行会 外国文芸書 6/
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61 キャクストン私設図書館 ※ アメリカ探偵作家クラブ（ＭＷＡ）賞、アンソニー賞最優秀短編賞受賞作品ジョン・コナリー著/田内志文訳東京創元社 外国文芸書 5/17

62 女たちのニューヨーク エリザベス・ギルバート著/那波かおり訳早川書房 外国文芸書 5/17

63 三体３　死神永生　上 ( シリーズ完結 ) 劉慈欣著/大森望訳/ワン・チャイ訳/光吉さくら訳/泊功訳早川書房 外国文芸書 5/24

64 三体３　死神永生　下 ( シリーズ完結 ) 劉慈欣著/大森望訳/ワン・チャイ訳/光吉さくら訳/泊功訳早川書房 外国文芸書 5/24

65 僕が死んだあの森 ピエール・ルメートル著/橘明美訳文藝春秋 外国文芸書 5/24

66 ＮＨＫすてきにハンドメイドセレクション　さらりと着やすい　すてきな大人服( 生活実用シリーズ　 ) ＮＨＫ出版編 ＮＨＫ出版 くらしの実用書 5/17

67 たっぷりおいしく野菜を食べる１２の方法 石原洋子著 学研プラス くらしの実用書 5/18

68 基本調味料で作る５分麺 市瀬悦子著 主婦と生活社 くらしの実用書 6/9

69 私の梅仕事 横山タカ子著 扶桑社 くらしの実用書 5/24

70 おうちデザート　ゼリー・ババロア・ムース・プリン 福岡直子著 朝日新聞出版 くらしの実用書 5/18

71 まいにちタマゴ　専門家が教える最高の食べ方 タマゴ科学研究会著/近藤和雄監修/峯木眞知子監修池田書店 くらしの実用書 5/10

72 絵本のお菓子 太田さちか著 インプレス くらしの実用書 5/13

73 季節を楽しむハンドメイドソープ 飯島詩子著 秀和システム くらしの実用書 5/31

74 鮭とごはんの組み立て方 鮭の種類・特徴と切り方、焼き方、料理への展開　　　　 佐藤友美子著 誠文堂新光社 くらしの実用書 5/21

75 パンのトリセツ 知ればもっとおいしくなる！　切り方・焼き方・味わい方 池田浩明著/山本ゆりこ著誠文堂新光社 くらしの実用書 5/21

76 すぐに役立つ　これだけは知っておきたい！ 最新　暮らしの税金　しくみと手続き 武田守監修 三修社 ビジネス・くらしの経済5/20

77 独立から契約、保険、確定申告まで　フリーランス六法 フリーランスの働き方研究会著/二森礼央監修/萩口義治監修青春出版社 ビジネス・くらしの経済5/20

78 ペットボトルと牛乳パックを使って楽しむ 窓辺ｄｅ採れたて！ミニ菜園 竹村久生著 ブティック社 すまい・住宅・建築5/24

79 心臓弁膜症　よりよい選択をするための完全ガイド( 健康ライブラリーイラスト版 ) 加瀬川均監修 講談社 健康と家庭の医学5/25

80 結石・胆石 「体の石」 を自分で防ぐ、治す　最善の知恵とコツ 栗原毅監修 主婦の友社 健康と家庭の医学5/18

81 生理で知っておくべきこと 細川モモ著/佐藤雄一著/奈良岡佑南監修日経ＢＰマーケティング健康と家庭の医学5/上

82 坐骨神経痛　腰と神経の名医が教える最高の治し方大全 渡辺航太ほか著 文響社 健康と家庭の医学5/11

83 ギャンブル障害　ＳＴＥＰ－Ｇ　支援マニュアル 樋口進著 法研 健康と家庭の医学5/19

84 地域包括ケア時代の　地域包括支援センター 高橋紘士監修/田中明美編/中澤伸編/中恵美編/山本繁樹編オーム社 教育と福祉 5/25

85 ネット・ＳＮＳの危険から子どもを守れ！ 教師・親のための早わかりｂｏｏｋ　 原早苗編著/坂本かよみ編著ぎょうせい 教育と福祉 6/

86 親の支配　脱出マニュアル　心を傷つける家族から自由になるための本( こころライブラリー ) 藤木美奈子著 講談社 教育と福祉 5/25

87 １歳半～５歳　子どもと食べたいレンチン作りおき 中村美穂著 世界文化社 教育と福祉 5/10

88 日本語とにらめっこ　見えないぼくの学習奮闘記 モハメド・オマル・アブディン著/河路由佳聞き手・構成白水社 教育と福祉 5/上

89 ＰＰＰ・ＰＦＩに取り組むときに最初に読む本（仮） 寺沢弘樹著 学陽書房 くらしの法律 6/9

90 エンタテインメント法実務 骨董通り法律事務所編弘文堂 くらしの法律 5/31

91 一冊でわかるインド史 ( 世界と日本がわかる国ぐにの歴史) 水島司監修 河出書房新社 歴史と紀行 5/25

92 武士論　古代中世史から見直す ( 講談社選書メチエ ) 五味文彦著 講談社 歴史と紀行 5/11

93 資源争奪の世界史　スパイス、石油、サーキュラーエコノミー 平沼光著 日経ＢＰマーケティング（発売）／　日本経済新聞出版本部（発行）歴史と紀行 5/24

94 スコットランド通史　政治・社会・文化 木村正俊著 原書房 歴史と紀行 6/3

95 古代エジプト全史 河合望著 雄山閣 歴史と紀行 5/25

96 猫が歩いた近現代　化け猫が家族になるまで 真辺将之編著 吉川弘文館 歴史と紀行 5/26

97 俗語百科事典 米川明彦著 朝倉書店 日本の文化 6/

98 膠を旅する　表現をつなぐ文化の源流 内田あぐり監修/青木茂著/金子朋樹著/北澤智豊ほか著国書刊行会 日本の文化 5/下

99 「勘違い」だらけの日本文化史 八條忠基著 淡交社 日本の文化 5/26

100 図説　戦争と軍服の歴史　服飾史から読む戦争( ふくろうの本 ) 辻元よしふみ著/辻元玲子イラスト河出書房新社 世界の文化 5/24

101 世界の美しい民藝 アジア、アフリカ、中南米、巧藝舎のコレクション３７０点 巧藝舎監修 グラフィック社 世界の文化 5/上

102 哲学の女王たち　もうひとつの思想史入門 レベッカ・バクストン編/リサ・ホワイティング編/向井和美訳晶文社 世界の文化 5/20

103 カーネーションの文化誌 ( 花と木の図書館 ) トゥイグス・ウェイ著/竹田円訳原書房 世界の文化 5/13

104 海外ルーツの子ども支援　言葉・文化・制度を超えて共生へ 田中宝紀著 青弓社 現代社会 5/25

105 ケアマネ、生活相談員、生活支援員のための社会保障制度がわかる本　 阿部裕二著 ナツメ社 現代社会 5/17

106 データで見るプラスチック　一生の間にどれだけ消費するのか？ ナショナルジオグラフィック編著日経ＢＰマーケティング現代社会 5/27

107 平時からみんなで学び、備える　災害廃棄物管理ガイドブック　 廃棄物資源循環学会編朝倉書店 現代社会 6/

108 近親殺人　そばにいたから 石井光太著 新潮社 現代社会 5/14

109 万引き　犯人像からみえる社会の陰 伊東ゆう著 青弓社 現代社会 5/25

110 データで知る現代の軍事情勢 岩池正幸著 原書房 現代社会 5/10

111 ファーブル伝 ジョルジュ＝ヴィクトール・ルグロ著/奥本大三郎訳集英社 サイエンス 5/24

112 図解入門 よくわかる 最新 発酵の基本と仕組み 齋藤勝裕著 秀和システム サイエンス 6/4

113 幾何学の偉大なものがたり ピエルジョルジョ・オーディフレッディ著/河合成雄訳創元社 サイエンス 5/10

114 数の発明　私たちは数をつくり、数につくられた ケイレブ・エヴェレット著/屋代通子訳みすず書房 サイエンス 5/6

115 ジェット旅客機操縦完全マニュアル パイロットはコクピットで何をしているのか？　 中村寛治著 ＳＢクリエイティブ テクノロジー 5/14

116 はじめてでもよくわかる！　図面の描き方 飯島晃良著/コンデックス情報研究所編成美堂出版 テクノロジー 5/27

117 トコトンやさしい新幹線技術の本 ( 今日からモノ知りシリーズ ) 辻村功著 日刊工業新聞社 テクノロジー 5/27

118 1曲1分でわかる！ 吹奏楽編曲されているクラシック名曲集 柴田克彦著 音楽之友社 芸術・スポーツ 6/上
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119 無人地帯の遊び方　人力移動と野営術 高橋庄太郎編著/土屋智哉編著/池田圭ほか編著グラフィック社 芸術・スポーツ 5/上

120 長谷川町子 ( 別冊太陽　日本のこころ ) 長谷川町子美術館監修平凡社 芸術・スポーツ 5/25

121 雅楽のひみつ 見かた・楽しみ方がわかる本　伝統の和楽器超入門　 日本雅樂會監修 メイツユニバーサルコンテンツ芸術・スポーツ 5/27

122 印刷・紙もの、工場見学記　ブックデザイナー・名久井直子が行く デザインのひきだし編集部編グラフィック社 ライブラリアン 5/上

123 エラリー・クイーン　創作の秘密 ジョセフ・グッドリッチ著/飯城勇三訳国書刊行会 ライブラリアン 5/下

124 大宅壮一文庫解体新書（仮） 阪本博志編著/石川巧編著勉誠出版 ライブラリアン 5/下

125 フルーツふれんず　イチゴちゃん 村上しいこ作/角裕美絵あかね書房 児童読み物 5/14

126 ゴムブタボート 中川ひろたか作/日隈みさき絵岩崎書店 児童読み物 5/17

127 海のアトリエ 堀川理万子作 偕成社 児童読み物 5/13

128 小箱の銀の狼 ( ジークメーア１ ) 斉藤洋作/にしざかひろみ絵偕成社 児童読み物 5/28

129 時間色のリリィ 朱川湊人著/川野絵 偕成社 児童読み物 5/24

130 四年ザシキワラシ組　夏がきた！ ( ジュニア文学館 ) こうだゆうこ作/田中六大絵学研プラス 児童読み物 5/25

131 空とぶ馬と七人のきょうだい モンゴルの北斗七星のおはなし　 イチンノロブ・ガンバートル文/バーサンスレン・ボロルマー絵/津田紀子訳廣済堂あかつき 児童読み物 6/15

132 絵本　江戸のくらし ( 講談社の創作絵本 ) 太田大輔作 講談社 児童読み物 5/10

133 なまずにいさん ( 講談社の創作絵本 ) 穂高順也文/西野沙織絵講談社 児童読み物 5/18

134 ぱんつくったよ。 ２ 平田昌広作/平田景絵国土社 児童読み物 5/28

135 すみれちゃんとようかいばあちゃん 最上一平作/種村有希子絵新日本出版社 児童読み物 5/21

136 カイマンのダンス　アマゾンのおはなし 市川里美作 ＢＬ出版 児童読み物 6/10

137 野ねずみきょうだいの草花あそび　初夏から秋まで 相澤悦子作/長谷川直子絵福音館書店 児童読み物 5/19

138 お月さんのシャーベット ペク・ヒナ作/長谷川義史訳ブロンズ新社 児童読み物 6/1

139 わたしのかみがた 樋勝朋巳作 ブロンズ新社 児童読み物 6/8

140 アレッポのキャットマン ※ ２０２１年コールデコット・オナー賞受賞作品アイリーン・レイサム著/カリーム・シャムシ・バシャ著/清水裕子絵/安田菜津紀訳あかね書房 児童読み物 5/14

141 月にトンジル ( 読書の時間 ) 佐藤まどか作/佐藤真紀子絵あかね書房 児童読み物 6/1

142 おやまでテント ゆーちみえこ作 アリス館 児童読み物 5/6

143 あしたもオカピ 斉藤倫作/ｆａｎｃｏｍｉ絵偕成社 児童読み物 5/24

144 もりの１００かいだてのいえ いわいとしお作 偕成社 児童読み物 5/19

145 おはよう！　げんき？　ありさん　どんどん　のぼったら( 講談社の創作絵本 ) 村上勉作 講談社 児童読み物 5/25

146 用具室の日曜日　カミナリこぞうときえたふくろう( わくわくライブラリー ) 村上しいこ作/田中六大絵講談社 児童読み物 5/24

147 すいかのたね グレッグ・ピゾーリ作/みやさかひろみ訳こぐま社 児童読み物 6/1

148 そらまめくんの まいにちは たからもの なかやみわ作 小学館 児童読み物 5/27

149 どろんこおばけになりたいな 内田麟太郎作/石井聖岳絵童心社 児童読み物 5/20

150 すてきなひとりぼっち なかがわちひろ作 のら書店 児童読み物 5/6

151 天の岩戸 アマテラス　 飯野和好文・絵 パイインターナショナル児童読み物 5/19

152 ぼくのがっこう ( ＰＨＰわたしのえほん ) 鈴木のりたけ作・絵 ＰＨＰ研究所 児童読み物 5/6

153 帰れ　野生のロボット ( 世界傑作童話シリーズ ) ピーター・ブラウン作・絵/前沢明枝訳福音館書店 児童読み物 5/19

154 おしゃべり森のものがたり ( ものがたりの庭 ) 小手鞠るい作/長田恵子絵フレーベル館 児童読み物 5/12

155 あんなに あんなに ヨシタケシンスケ作 ポプラ社 児童読み物 6/14

156 モグラのモーとグーとラーコ ( 絵本の時間 ) みやにしたつや作・絵ポプラ社 児童読み物 5/6

157 この世界からサイがいなくなってしまう ( 環境ノンフィクション ) 味田村太郎文 学研プラス 児童ノンフィクション5/25

158 聞かせて、おじいちゃん 原爆の語り部・森政忠雄さんの決意 横田明子著/山田明監修国土社 児童ノンフィクション5/28

159 くじらの子 石川梵写真・文/宮本麗写真少年写真新聞社 児童ノンフィクション5/26

160 日本人の２人に１人が「がん」になる ( ちゃんと知りたい「がん」のこと１ ) 保坂隆監修 汐文社 児童ノンフィクション5/13

161 みんなが知りたい！　気象のしくみ 身近な天気から世界の異常気象まで　 菅井貴子監修 メイツユニバーサルコンテンツ児童ノンフィクション5/21

162 小さな里山をつくる　チョウたちの庭 今森光彦著 アリス館 児童ノンフィクション5/24

163 ずかん　ヒトの細胞 牛木辰男著 技術評論社 児童ノンフィクション5/27

164 減り続ければ いなくなる⁉　日本サンショウウオ探検記 関慎太郎写真・文 少年写真新聞社 児童ノンフィクション5/20

165 カブトムシの音がきこえる　土の中の１１か月( たくさんのふしぎ傑作集 ) 小島渉文/廣野研一絵福音館書店 児童ノンフィクション5/12

166 ひとがつくった　どうぶつの道 キム・ファン文/堀川理万子絵ほるぷ出版 児童ノンフィクション5/12

167 サンゴは語る ( 岩波ジュニアスタートブックス ) 大久保奈弥著 岩波書店 ヤングアダルト 5/28

168 地球以外に生命を宿す天体はあるのだろうか？( 岩波ジュニアスタートブックス ) 佐々木貴教著 岩波書店 ヤングアダルト 5/28

169 医学のひよこ 海堂尊著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ヤングアダルト 5/27

170 海を見た日 ( 鈴木出版の児童文学 ) Ｍ・Ｇ・ヘネシー作/杉田七重訳鈴木出版 ヤングアダルト 5/28

171 １４歳から考える レイシズム アリ・ラッタンシ著/久保美代子訳すばる舎 ヤングアダルト 5/21

172 ボーダレス・ケアラー　生きてても、生きてなくてもお世話します 山本悦子著 理論社 ヤングアダルト 5/21

173 無実の共犯者 ( 少年弁護士セオの事件簿７ ) ジョン・グリシャム作/石崎洋司訳岩崎書店 ヤングアダルト 5/17

174 なぜ私たちは理系を選んだのか　未来につながる理のチカラ( 岩波ジュニアスタートブックス ) 桝太一著 岩波書店 ヤングアダルト 5/28

175 図解でわかる　１４歳から知る脱炭素社会 インフォビジュアル研究所著太田出版 ヤングアダルト 5/25

176 学校では教えてくれない　ゆかいな漢字の話( １４歳の世渡り術 ) 今野真二著 河出書房新社 ヤングアダルト 5/25

177 午前３時に電話して 小手鞠るい作/大庭賢哉絵講談社 ヤングアダルト 5/25

178 庭 小手鞠るい著 小学館 ヤングアダルト 6/2


