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1 新風記　日本創生録 吉川永青著 講談社 日本文芸書 6/23

2 ゾウに魅かれた容疑者　警視庁いきもの係 大倉崇裕著 講談社 日本文芸書 6/29

3 Ｖｏｙａｇｅ　想像見聞録 宮内悠介著/藤井太洋著/深緑野分著/小川哲著/森晶磨ほか著講談社 日本文芸書 6/21

4 光をえがく人 一色さゆり著 講談社 日本文芸書 6/14

5 トラッシュ 増島拓哉著 集英社 日本文芸書 6/23

6 骨を撫でる 三国美千子著 新潮社 日本文芸書 6/24

7 ショローの女 伊藤比呂美著 中央公論新社 日本文芸書 6/18

8 枝の家 黒井千次著 文藝春秋 日本文芸書 6/24

9 ナインストーリーズ 乙川優三郎著 文藝春秋 日本文芸書 6/21

10 彼岸花が咲く島 李琴峰著 文藝春秋 日本文芸書 6/23

11 星影さやかに 古内一絵著 文藝春秋 日本文芸書 6/8

12 仮面 伊岡瞬著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 6/28

13 罪の因果性 横関大著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 6/23

14 遠巷説百物語 京極夏彦著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 6/30

15 緊急事態下の物語 金原ひとみ著/真藤順丈著/東山彰良著/尾崎世界観著/瀬戸夏子著河出書房新社 日本文芸書 6/15

16 世阿弥最後の花 藤沢周著 河出書房新社 日本文芸書 6/17

17 ヒトコブラクダ層ぜっと　上 万城目学著 幻冬舎 日本文芸書 6/21

18 ヒトコブラクダ層ぜっと　下 万城目学著 幻冬舎 日本文芸書 6/21

19 婿どの相逢席 西條奈加著 幻冬舎 日本文芸書 6/28

20 あなたにオススメの 本谷有希子著 講談社 日本文芸書 6/21

21 長い一日 滝口悠生著 講談社 日本文芸書 6/28

22 まりも日記 真梨幸子著 講談社 日本文芸書 6/15

23 ブレイクニュース 薬丸岳著 集英社 日本文芸書 6/23

24 神よ憐れみたまえ 小池真理子著 新潮社 日本文芸書 6/22

25 パンデミック日記 「新潮」編集部編 新潮社 日本文芸書 6/22

26 君と歩いた青春　駐在日記 小路幸也著 中央公論新社 日本文芸書 6/18

27 海神の子 川越宗一著 文藝春秋 日本文芸書 6/21

28 琥珀の夏 辻村深月著 文藝春秋 日本文芸書 6/7

29 梅花下駄　照降町四季 ３ 佐伯泰英著 文藝春秋 日本文芸書 6/4

30 還らざる聖域 樋口明雄著 角川春樹事務所 日本文芸書 6/11

31 南の風に誘われて 椎名誠著 新日本出版社 日本文芸書 6/25

32 渡る世間にやじ馬ばあさん　橋田壽賀子のことば 橋田壽賀子著 大和書房 日本文芸書 6/中

33 ボーンヤードは語らない 市川憂人著 東京創元社 日本文芸書 6/17

34 俺達の日常にはバッセンが足りない 三羽省吾著 双葉社 日本文芸書 6/15

35 人生「散りぎわ」がおもしろい 下重暁子著 毎日新聞出版 日本文芸書 6/23

36 姉の島 村田喜代子著 朝日新聞出版 日本文芸書 6/3

37 うらんぼんの夜 川瀬七緒著 朝日新聞出版 日本文芸書 6/3

38 どこからか言葉が 谷川俊太郎著 朝日新聞出版 日本文芸書 6/3

39 大連合 堂場瞬一著 実業之日本社 日本文芸書 6/22

40 ＪＡＧＡＥ（ジャガエ）　織田信長伝奇行 夢枕獏著 祥伝社 日本文芸書 6/9

41 ランチ酒　今日もまんぷく 原田ひ香著 祥伝社 日本文芸書 6/9

42 雨夜の星たち 寺地はるな著 徳間書店 日本文芸書 6/8

43 インタヴュー・ウィズ・ザ・プリズナー ( ハヤカワ・ミステリワールド) 皆川博子著 早川書房 日本文芸書 6/15

44 雨の日は、一回休み 坂井希久子著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 6/10

45 星に祈る　おいち不思議がたり あさのあつこ著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 6/10

46 ブラック・チェンバー・ミュージック 阿部和重著 毎日新聞出版 日本文芸書 6/16

47 海の鎖 ( 未来の文学 ) ガードナー・Ｒ・ドゾワほか著/伊藤典夫訳国書刊行会 外国文芸書 6/24

48 北へ ( ボウエン・コレクション２、全３回最終巻) 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/下

49 夕霧花園（仮） ※ アジア文学賞、２０１３年ウォルター・スコット賞受賞作品タン・トゥアンエン著/宮崎一郎訳彩流社 外国文芸書 7/6

50 波　新訳版 ヴァージニア・ウルフ著/森山恵訳早川書房 外国文芸書 6/15

51 蛇の言葉を話した男 ※ イマジネーション賞受賞作品アンドルス・キヴィラフク著/関口涼子訳河出書房新社 外国文芸書 6/25

52 サハマンション チョ・ナムジュ著/斎藤真理子訳筑摩書房 外国文芸書 6/21

53 遅咲きの男 ※ 第一回鼎釣文学賞受賞作品莫言著/吉田富夫訳 中央公論新社 外国文芸書 6/18

54 こうしてあなたたちは時間戦争に負ける※ 新☆ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ／ヒューゴー賞、ネビュラ賞、ローカス賞、英国ＳＦ協会賞受賞作品アマル・エル＝モフタール著/マックス・グラッドストーン著/山田和子訳早川書房 外国文芸書 6/15

55 手軽においしく　発酵食のレシピ 真野遥監修 成美堂出版 くらしの実用書 6/1

56 大原千鶴の  新・豆腐百珍 大原千鶴著 世界文化社 くらしの実用書 6/16

57 パスタの本 有元葉子著 東京書籍 くらしの実用書 6/21

58 重曹＆お酢  安心・安い・時短でナチュラルクリーニング 岩尾明子監修 日東書院本社 くらしの実用書 6/18

59 おうち時間を快適に過ごす　入浴は究極の疲労回復術 早坂信哉著 山と溪谷社 くらしの実用書 6/16

60 まるごとレモン　ベストレシピＢＯＯＫ 河井美歩著 家の光協会 くらしの実用書 7/14
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61 暮らしの包み 横山功監修/小林一夫監修/結い人監修池田書店 くらしの実用書 6/18

62 リュック作り教室　肩ひも、バックル、ファスナー、ポケットなど知りたかったことが分かる！水野佳子著 主婦と生活社 くらしの実用書 6/23

63 予測不可能な時代に先手を打つ　リスク大全( できるビジネス ) 深津嘉成著/東京海上日動リスクコンサルティング編インプレス ビジネス・くらしの経済6/4

64 医薬品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( 図解即戦力 ) 松宮和成著 技術評論社 ビジネス・くらしの経済6/7

65 フライトナースの秘密（仮）ドクターヘリで出動する救急看護師の仕事菱沼秀一著 彩流社 ビジネス・くらしの経済7/5

66 きちんと伝える全技術 唐沢明著 主婦の友社 ビジネス・くらしの経済6/29

67 そのまま使える　オンラインの場づくりアイデア帳　会社でも学校でもアレンジ自在な３０パターンワークショップ探検部著 翔泳社 ビジネス・くらしの経済6/3

68 図解入門　最新　建築材料学の基本と仕組み 五十畑弘著 秀和システム すまい・住宅・建築7/9

69 ニッポンの美しい家 ( 別冊太陽スペシャル ) 別冊太陽編集部編 平凡社 すまい・住宅・建築6/25

70 依存症がわかる本　防ぐ、回復を促すためにできること( 健康ライブラリーイラスト版) 松本俊彦監修 講談社 健康と家庭の医学6/29

71 超耐性菌　現代医療が生んだ死の変異 マット・マッカーシー著/久保尚子訳光文社 健康と家庭の医学6/20

72 体が生まれ変わる！　階段生活のすすめ 松尾タカシ監修 ナツメ社 健康と家庭の医学6/9

73 慢性便秘・ガス腹・過敏性腸症候群　便秘外来と腸の名医が教える最高の治し方大全三輪洋人ほか著 文響社 健康と家庭の医学6/1

74 最新版　アトピー性皮膚炎をしっかり治す本 大矢幸弘著 法研 健康と家庭の医学6/14

75 ７０歳からの　ゆる～い筋トレ＆ストレッチ 山口晃二著 家の光協会 教育と福祉 6/14

76 学校図書館を彩る　切り絵かざり２ ＣＨＩＫＵ著 少年写真新聞社 教育と福祉 6/28

77 こだわりのポイントはココ！ からだを正しく使った移動・移乗技術 竹田幸司著 中央法規出版 教育と福祉 6/2

78 義理チョコはセーフですよね？　こんなときどうする？( 地方公務員のコンプライアンス) 鵜養幸雄著 ぎょうせい くらしの法律 6/

79 図解　最新　労働安全衛生法の基本と実務がわかる事典 森島大吾監修 三修社 くらしの法律 6/17

80 すぐに役立つ　入門図解　最新　マンション管理の法律と実務 森公任監修/森元みのり監修三修社 くらしの法律 6/17

81 男尊女卑　歴史と法制度から変遷をたどる 成清弘和著 明石書店 歴史と紀行 6/下

82 中国共産党、その百年 ( 筑摩選書 ) 石川禎浩著 筑摩書房 歴史と紀行 6/15

83 ヴィジュアル版　貨幣の歴史 デイヴィッド・オレル著/角敦子訳原書房 歴史と紀行 6/21

84 弘法大師の世界 ( 別冊太陽 日本のこころ) 武内孝善監修 平凡社 歴史と紀行 6/18

85 神社の起源と歴史 新谷尚紀編著 吉川弘文館 歴史と紀行 6/18

86 ようこそ地獄、奇妙な地獄 ( 朝日選書 ) 星瑞穂著 朝日新聞出版 日本の文化 6/8

87 ４７都道府県・発酵文化百科 北本勝ひこ著 丸善出版 日本の文化 6/29

88 料理メニューからひもとく歴史的瞬間　もう一つのワールドヒストリーヴィンセント・フランクリン著/アレックス・ジョンソン著/秦亜吏加監修/村松静枝訳ガイアブックス 世界の文化 7/9

89 歴史の鑑定人　知られざる歴史のかけらを求めて ネイサン・ラーブ著/冬木恵子訳草思社 世界の文化 7/上

90 納豆の食文化誌 横山智著 農山漁村文化協会世界の文化 6/23

91 柳の文化誌 ( 花と木の図書館 ) アリソン・サイム著/駒木令訳原書房 世界の文化 6/21

92 監視資本主義　人類の未来を賭けた闘い ショシャナ・ズボフ著/野中香方子訳東洋経済新報社 現代社会 6/24

93 霞が関のリアル ＮＨＫ取材班著 岩波書店 現代社会 6/16

94 つながり続ける　こども食堂 湯浅誠著 中央公論新社 現代社会 6/7

95 雷の疑問５６ ( みんなが知りたいシリーズ) 鴨川仁著/森本雅志著/吉田智著成山堂書店 サイエンス 7/上

96 恐竜研究の最前線　謎はいかにして解き明かされたのか マイケル・Ｊ・ベントン著/久保田克博監訳/千葉謙太郎ほか監訳/喜多直子訳  創元社 サイエンス 6/25

97 人類が滅ぼした動物の図鑑 ラデク・マリー著/的場知之訳/長谷川政美監修丸善出版 サイエンス 6/28

98 きっと誰かに教えたくなる　蚊学入門　知って　遊んで　闘って　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一盛和世編著 緑書房 サイエンス 6/28

99 ツバメのせかい 長谷川克著/森本元監修 緑書房 サイエンス 6/1

100 今すぐ使えるかんたん　Ｗｉ-Ｆｉ ＆ 自宅ＬＡＮ　完全ガイドブック　困った解決＆便利技　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   困った解決＆便利技芹澤正芳著/オンサイト著 技術評論社 テクノロジー 7/上

101 はじめてのＡＩリテラシー 岡嶋裕史著/吉田雅裕著 技術評論社 テクノロジー 6/24

102 カラー徹底図解　基本からわかる電子回路 高崎和之監修 ナツメ社 テクノロジー 6/14

103 花歌舞伎徒然草　はなのかぶきよもやまばなし 夢枕獏著/萩尾望都絵 河出書房新社 芸術・スポーツ 6/10

104 愛を描いたひと　イ・ジュンソプと山本方子の百年※ 第27回小学館ノンフィクション大賞受賞作品大貫智子著 小学館 芸術・スポーツ 6/23

105 いちばん親切な音楽記号用語事典 轟千尋著 新星出版社 芸術・スポーツ 6/30

106 キャンプでしたい１００のこと 西東社 芸術・スポーツ 6/17

107 もっと知りたい　川瀬巴水と新版画 滝沢恭司著 東京美術 芸術・スポーツ 6/14

108 絶対！うまくなる　ウクレレ１００のコツ 山口岩男著 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 6/18

109 シロクマが嵐をこえてきた！ マリア・ファラー作/ダニエル・リエリー絵/杉本詠美訳あかね書房 児童読み物 7/上

110 楽園のむこうがわ ノリタケ・ユキコ作/椎名かおる文あすなろ書房 児童読み物 6/14

111 うみべのくまちゃん シャーリー・パレントー文/デイヴィッド・ウォーカー絵/福本友美子訳岩崎書店 児童読み物 6/11

112 妖怪俳句 石津ちひろ俳句/広瀬克也絵絵本館 児童読み物 6/28

113 いろいろかえる きくちちき作 偕成社 児童読み物 6/14

114 闇に光る妖魔　アサギをよぶ夢 森川成美作/スカイエマ絵 偕成社 児童読み物 6/24

115 てんこうせいは　おはなしやさん 北川チハル作/武田美穂絵 金の星社 児童読み物 6/16

116 友だちは図書館のゆうれい 草野あきこ作/山田花菜絵 金の星社 児童読み物 6/28

117 はげたかのオーランドー トミー・ウンゲラー作/こみやゆう訳好学社 児童読み物 6/18

118 わたしのともだち ポルポちゃん ( 講談社の創作絵本 ) もとしたいづみ文/北見葉胡絵講談社 児童読み物 6/8

119 スイカワンと きもだめし 澤野秋文作 世界文化社 児童読み物 6/11

120 先生、感想文、書けません！ 山本悦子作/佐藤真紀子絵 童心社 児童読み物 6/30
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121 スパイ・バレリーナ　消えたママを探せ！( ハヤカワ・ジュニア・ブックス) ヘレン・リプスコム著/神戸万知訳 早川書房 児童読み物 6/15

122 コップのすいえい 二宮由紀子作/朝倉世界一絵フレーベル館 児童読み物 6/23

123 おおきなかべがあったとさ サトシン文/広瀬克也絵 文溪堂 児童読み物 6/下

124 はじめての夏とキセキのたまご ( ノベルズ・エクスプレス ) 麻生かづこ作/酒井以絵 ポプラ社 児童読み物 6/14

125 きみとぼくがつくるもの　いっしょにみらいをいきていくためのけいかく( 海外秀作絵本 ) オリヴァー・ジェファーズ作/ｔｕｐｅｒａｔｕｐｅｒａ訳ほるぷ出版 児童読み物 6/16

126 さよならのたからばこ 長崎夏海作/ミヤハラヨウコ絵理論社 児童読み物 6/17

127 妖怪一家の時間旅行 ( 妖怪一家九十九さん シリーズ完結) 富安陽子作/山村浩二絵 理論社 児童読み物 6/17

128 ルビと子ねこのワルツ ( 本屋さんのルビねこ ) 野中柊作/松本圭以子絵 理論社 児童読み物 6/24

129 おもわず おもわず えがしらみちこ作 あかね書房 児童読み物 6/9

130 クモのアナンシ　ジャマイカのむかしばなし フィリップ・Ｍ．シャーロック再話/マーシャ・ブラウン絵/小宮由訳岩波書店 児童読み物 6/25

131 デリバリーぶた 加藤休ミ作 偕成社 児童読み物 6/14

132 ぱったんして 松田奈那子作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 児童読み物 7/14

133 ほらふきカールおじさん　トルコへいく( 講談社の創作絵本 ) 斉藤洋文/高畠純絵 講談社 児童読み物 6/22

134 もしものくに 馬場のぼる作 こぐま社 児童読み物 6/28

135 いたいときのおまじない 角野栄子作/よしむらめぐ絵小学館 児童読み物 6/21

136 せんろをまもる！　ドクターイエロー 鎌田歩作 小学館 児童読み物 6/28

137 コレットとわがまま王女 ルイス・スロボドキン作/小宮由訳瑞雲舎 児童読み物 6/14

138 としょかんのきょうりゅう 鈴木まもる作・絵 徳間書店 児童読み物 6/15

139 ムーミントロールと真夏のミステリー ( ムーミンのおはなしえほん) トーベ・ヤンソン原作・絵/ラルス・ヤンソン原作・絵/当麻ゆか訳徳間書店 児童読み物 6/22

140 お化けの猛暑日 ( お化けシリーズ ) 川端誠作 ＢＬ出版 児童読み物 7/1

141 正吉とヤギ ( 福音館創作童話シリーズ) 塩野米松文/矢吹申彦絵 福音館書店 児童読み物 6/9

142 みちとなつ ( 日本傑作絵本シリーズ ) 杉田比呂美作 福音館書店 児童読み物 6/2

143 れんこちゃんのさがしもの ( 福音館創作童話シリーズ) 戸森しるこ作/スケラッコ絵 福音館書店 児童読み物 6/2

144 トムと３時の小人 ( ＧＯ！ＧＯ！ブックス ) たかどのほうこ作/平澤朋子絵ポプラ社 児童読み物 6/7

145 地球一周！ 世界の国ぐに大図鑑 アンドレア・ミルズ著/花田知恵訳/堤朝子訳/箸本すみれ訳/府川由美恵ほか訳河出書房新社 児童ノンフィクション6/25

146 チバニアン誕生　方位磁針のＮ極が南をさす時代へ( ポプラ社ノンフィクション) 岡田誠著 ポプラ社 児童ノンフィクション6/7

147 ナメクジはカタツムリだった？ ( ちしきのぽけっと ) 武田晋一写真・文 岩崎書店 児童ノンフィクション6/22

148 食べ物の「なぜ？」を探ろう　キッチン実験室（仮） オレンジページ 児童ノンフィクション6/30

149 博物館のバックヤードを探検しよう！　博物館のすごい裏側大図鑑　　　　　　　　　　　　　　　 ＤＫ社編/小林玲子訳 河出書房新社 児童ノンフィクション6/22

150 知りたい！ 行ってみたい！　なぞとき絶景図鑑 増田明代編著 講談社 児童ノンフィクション6/22

151 世界でいちばん優しいロボット 岩貞るみこ文/片塩広子絵 講談社 児童ノンフィクション6/21

152 たいせつなぎゅうにゅう ( コドモエのえほん ) キッチンミノル写真・文 白泉社 児童ノンフィクション7/2

153 医学のつばさ 海堂尊著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ヤングアダルト 6/22

154 ランペシカ 菅野雪虫著 講談社 ヤングアダルト 6/22

155 夏のカルテット ( カラフルノベル ) 眞島めいり著 ＰＨＰ研究所 ヤングアダルト 6/8

156 夏休みルーム はやみねかおる著 朝日新聞出版 ヤングアダルト 7/5

157 自分のミライの見つけ方　いつか働くきみに伝えたい やりたいこと探しより大切なこと　　 児美川孝一郎著 旬報社 ヤングアダルト 6/28

158 ラスト・フレンズ　わたしたちの最後の１３日間 ヤスミン・ラーマン著/代田亜香子訳静山社 ヤングアダルト 6/9

159 Ｆができない ( 文研じゅべにーるＹＡ ) 升井純子著 文研出版 ヤングアダルト 6/18


