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1 ツタンカーメンの心臓 福士俊哉著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 7/28

2 老いの道楽 曾野綾子著 河出書房新社 日本文芸書 7/12

3 皆川博子随筆精華　２　書物の森への招待 皆川博子著/日下三蔵編 河出書房新社 日本文芸書 7/21

4 忌名の如き贄るもの 三津田信三著 講談社 日本文芸書 7/27

5 貝に続く場所にて ※ 第６４回群像新人文学賞受賞作品石沢麻依著 講談社 日本文芸書 7/9

6 原因において自由な物語 五十嵐律人著 講談社 日本文芸書 7/13

7 最後の挨拶　Ｈｉｓ　Ｌａｓｔ　Ｂｏｗ 小林エリカ著 講談社 日本文芸書 7/5

8 サイレント　黙認 神津凛子著 講談社 日本文芸書 7/12

9 氷柱の声 くどうれいん著 講談社 日本文芸書 7/9

10 鳥がぼくらは祈り、 ※ 第６４回群像新人文学賞受賞作品島口大樹著 講談社 日本文芸書 7/9

11 猫弁と鉄の女 大山淳子著 講談社 日本文芸書 7/26

12 余命一年、男をかう 吉川トリコ著 講談社 日本文芸書 7/14

13 自分で名付ける 松田青子著 集英社 日本文芸書 7/13

14 チンギス紀　１１　黙示 北方謙三著 集英社 日本文芸書 7/13

15 アヤとあや 渡辺優著 小学館 日本文芸書 7/26

16 ワラグル 浜口倫太郎著 小学館 日本文芸書 7/12

17 道化むさぼる揚羽の夢の 金子薫著 新潮社 日本文芸書 7/27

18 北条氏康　大願成就篇 富樫倫太郎著 中央公論新社 日本文芸書 7/16

19 身もこがれつつ　小倉山の百人一首 周防柳著 中央公論新社 日本文芸書 7/6

20 花束は毒 織守きょうや著 文藝春秋 日本文芸書 7/26

21 ロータスコンフィデンシャル （ 倉島警部補シリーズ ）今野敏著 文藝春秋 日本文芸書 7/12

22 ブランド 吉田修一著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 7/28

23 ミラーワールド 椰月美智子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 7/15

24 亜ノ国ヘ  水と竜の娘たち 柏葉幸子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 7/12

25 霧をはらう 雫井脩介著 幻冬舎 日本文芸書 7/26

26 ｉｎｖｅｒｔ　城塚翡翠倒叙集 相沢沙呼著 講談社 日本文芸書 7/5

27 兵諫 （ヘイカン） 浅田次郎著 講談社 日本文芸書 7/12

28 我が産声を聞きに 白石一文著 講談社 日本文芸書 7/5

29 水たまりで息をする 高瀬隼子著 集英社 日本文芸書 7/13

30 夜ごとの才女　怪異名所巡り　１１ 赤川次郎著 集英社 日本文芸書 8/3

31 オーバーヒート 千葉雅也著 新潮社 日本文芸書 7/9

32 もういちど （ しゃばけシリーズ ）畠中恵著 新潮社 日本文芸書 7/15

33 アガワ流生きるピント 阿川佐和子著 文藝春秋 日本文芸書 7/5

34 万事快調　オール・グリーンズ ※ 第２８回松本清張賞受賞作品 波木銅著 文藝春秋 日本文芸書 7/1

35 一夜の夢　照降町四季 ４ 佐伯泰英著 文藝春秋 日本文芸書 7/5

36 白光 朝井まかて著 文藝春秋 日本文芸書 7/20

37 Ｐｈａｎｔｏｍ 羽田圭介著 文藝春秋 日本文芸書 7/12

38 星のように離れて雨のように散った 島本理生著 文藝春秋 日本文芸書 7/26

39 クレイジー・フォー・ラビット 奥田亜希子著 朝日新聞出版 日本文芸書 7/5

40 屋根裏のチェリー 吉田篤弘著 角川春樹事務所 日本文芸書 7/13

41 革命キッズ 中路啓太著 光文社 日本文芸書 7/26

42 征服少女　ＡＸＩＳ　ｇｉｒｌｓ（仮） 古野まほろ著 光文社 日本文芸書 7/26

43 紅きゆめみし 田牧大和著 光文社 日本文芸書 7/26

44 残響　警視庁監察ファイル 伊兼源太郎著 実業之日本社 日本文芸書 7/28

45 源氏の白旗　落人たちの戦 武内涼著 実業之日本社 日本文芸書 7/6

46 月の淀む処 篠たまき著 実業之日本社 日本文芸書 7/28

47 神様の友達の友達の友達はぼく 最果タヒ著 筑摩書房 日本文芸書 8/上

48 仮面家族 悠木シュン著 双葉社 日本文芸書 7/17

49 Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ　Ｗｏｒｌｄ 岡崎琢磨著 双葉社 日本文芸書 7/27

50 作家は時代の神経である　コロナ禍のクロニクル２０２０→２０２１　　　　　　　　 高村薫著 毎日新聞出版 日本文芸書 7/28

51 朔が満ちる 窪美澄著 朝日新聞出版 日本文芸書 7/5

52 ＱＵＥＥＮ　スカイマーシャル　兼清涼真 麻生幾著 角川春樹事務所 日本文芸書 7/13

53 琉球警察 伊東潤著 角川春樹事務所 日本文芸書 7/13

54 能面検事の奮迅 中山七里著 光文社 日本文芸書 7/26

55 硝子の塔の殺人 知念実希人著 実業之日本社 日本文芸書 7/28

56 たまごの旅人 近藤史恵著 実業之日本社 日本文芸書 7/28

57 明日は結婚式 小路幸也著 祥伝社 日本文芸書 7/12

58 兇人邸の殺人 今村昌弘著 東京創元社 日本文芸書 7/27

59 巨鳥の影 長岡弘樹著 徳間書店 日本文芸書 7/29

60 まぜるな危険 高野史緒著 早川書房 日本文芸書 7/13

61 噂を売る男　藤岡屋由蔵 梶よう子著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 7/27
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62 幸いなるハリー（仮） イーディス・パールマン著/古屋美登里訳亜紀書房 外国文芸書 7/16

63 心経 閻連科著/飯塚容訳 河出書房新社 外国文芸書 7/15

64 ノスタルジア ミルチャ・カルタレスク著/住谷春也訳作品社 外国文芸書 8/上

65 行く、行った、行ってしまった ※ エクス・リブリス／２０１５年度トーマス・マン賞受賞作品ジェニー・エルペンベック著/浅井晶子訳白水社 外国文芸書 7/14

66 ブックセラーズ・ダイアリー　スコットランド最大の古書店の一年　　　　　　　 ショウン・バイセル著/矢倉尚子訳白水社 外国文芸書 7/28

67 離れがたき二人 シモーヌ・ド・ボーヴォワール著/関口涼子訳早川書房 外国文芸書 7/上

68 身内のよんどころない事情により （ 新潮クレスト・ブックス ）ペーター・テリン著/長山さき訳新潮社 外国文芸書 7/21

69 飢渇の人　エドワード・ケアリー短篇集 エドワード・ケアリー著/古屋美登里訳東京創元社 外国文芸書 7/8

70 小さきものたちのオーケストラ チゴズィエ・オビオマ著/粟飯原文子訳早川書房 外国文芸書 7/13

71 ベケット氏の最期の時間 ※ ゴンクール賞最優秀新人賞受賞作品マイリス・ベスリー著/堀切克洋訳早川書房 外国文芸書 7/13

72 美容皮膚科医が教える 大人のヘアケア再入門 吉木伸子著 青春出版社 くらしの実用書 7/20

73 初心者さんのための かんたん服作りバイブル（ レディブティックシリーズ ） ブティック社 くらしの実用書 7/26

74 うちで作る チャーハンがウマい！ 佐藤樹里著 池田書店 くらしの実用書 7/16

75 誰でも驚くほど簡単に上達 プラモはじめます！ 香坂きの著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ くらしの実用書 7/30

76 タープワーク　キャンプ、災害時に役立つ基礎知識と設置法         荒井裕介著 誠文堂新光社 くらしの実用書 7/15

77 ハギレ活用ＢＯＯＫ かわいいポーチと布小物 日本ヴォーグ社 くらしの実用書 7/13

78 イチから基礎がよくわかる 手ぬいの基本レッスン（ レディブティックシリーズ ）高橋恵美子著 ブティック社 くらしの実用書 7/27

79 図解即戦力 為替のしくみがこれ１冊でしっかりわかる教科書 尾河眞樹監修 技術評論社 ビジネス・くらしの経済8/4

80 図解わかる 倒産のすべて 増田智彦監修 新星出版社 ビジネス・くらしの経済8/6

81 国立競技場 Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ 共同通信社写真/隈研吾序文河出書房新社 すまい・住宅・建築7/8

82 観葉植物図鑑 今人気のインテリアグリーン 渡辺均監修 日本文芸社 すまい・住宅・建築7/30

83 ○×写真でわかる おいしい野菜の生育と診断 高橋広樹著 農山漁村文化協会すまい・住宅・建築7/27

84 農家が教える タネ採り・タネ交換の本 農文協編 農山漁村文化協会すまい・住宅・建築7/26

85 人生１００年時代 歯を長持ちさせる鉄則 魚田真弘著 インプレス 健康と家庭の医学8/上

86 カラダに効く！ タンパク質まるわかりブック　疲労回復・ダイエット・老化予防・美肌 ぜんぶまとめて解決！　　　　　 藤田聡著 学研プラス 健康と家庭の医学7/6

87 全国から患者が集まる耳鼻科医の めまい・ふらつきの治し方 新井基洋著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 健康と家庭の医学7/30

88 身近な人の突然死・寝たきりを防ぐ 心臓と脳の正しいケア 鈩裕和監修 自由国民社 健康と家庭の医学7/15

89 悩んでいませんか？ 女性の頻尿・尿もれ 巴ひかる監修 主婦の友社 健康と家庭の医学7/29

90 ハーバード×スタンフォードの眼科医が教える 放っておくと怖い目の症状２５             梶原一人著 ダイヤモンド社 健康と家庭の医学7/6

91 こむら返り 整形外科の名医が教える 最高の治し方大全 出沢明著 文響社 健康と家庭の医学7/6

92 部活動の社会学　学校の文化・教師の働き方 内田良編 岩波書店 教育と福祉 7/9

93 ニュー・チャイルドフッド　つながりあった世界で生きる知恵を育む教育 ジョーダン・シャピロ著/関美和訳/村瀬隆宗訳ＮＴＴ出版 教育と福祉 7/30

94 これならわかるスッキリ図解 精神保健福祉制度のきほん 二本柳覚編著/石井佳葉著翔泳社 教育と福祉 7/16

95 ４つの原則で極める！ 身体を痛めない介護術 岡田慎一郎著 中央法規出版 教育と福祉 7/12

96 障害のある子が受けられる支援のすべて 櫻井和典監修/前川涼監修/和枝福祉会編ナツメ社 教育と福祉 7/9

97 すぐに役立つ 泣き寝入り無用！ 職場のトラブルをめぐる法律問題と実践解決書式   森公任監修/森元みのり監修三修社 くらしの法律 7/20

98 お母さんの賢い贈与 黒木会計編著 中央経済社 くらしの法律 7/中

99 図解でわかる 改正民法・不動産登記法の基本 岡信太郎著 日本実業出版社 くらしの法律 7/29

100 オリンピック・パラリンピックから考える スポーツと法 早川吉尚編 有斐閣 くらしの法律 7/15

101 旅するほどに賢く、心豊かに！ ４７都道府県 ニッポン学び旅２００ 朝日新聞出版編/梅澤真一監修朝日新聞出版 歴史と紀行 7/16

102 ヒロシマを暴いた男 米国人ジャーナリスト、国家権力への挑戦 レスリー・Ｍ・Ｍ・ブルーム著/髙山祥子訳集英社 歴史と紀行 7/13

103 漂流者は何を食べていたか （ 新潮選書 ）椎名誠著 新潮社 歴史と紀行 7/15

104 ヴィジュアル版 地図でたどる世界交易史 フィリップ・パーカー著/花田知恵訳原書房 歴史と紀行 7/14

105 コード・ガールズ 日本の暗号を解き明かした女性たち ライザ・マンディ著/小野木明恵訳みすず書房 歴史と紀行 7/16

106 いまこそ使いたい時刻表活用術 木村嘉男著 山と溪谷社 歴史と紀行 7/15

107 「バス・ジャパン」編集長が教える バス趣味入門　いまさら聞けない１００の疑問　　　　　　　　　　　　　　　　　 加藤佳一著 山と渓谷社 歴史と紀行 7/15

108 ヌシ　神か妖怪か 伊藤龍平著 笠間書院 日本の文化 7/30

109 時間の日本史　日本人はいかに時をつくってきたのか 佐々木勝浩著/井上毅著/広田雅将著/細川瑞彦ほか著 小学館 日本の文化 7/28

110 入門　日本書紀事典 瀧音能之監修/鈴木織恵編/佐藤雄一編/舟久保大輔編東京堂出版 日本の文化 7/21

111 図説　旧約聖書の考古学 （ ふくろうの本 ）杉本智俊著 河出書房新社 世界の文化 7/21

112 旗の大図鑑　国旗から信号旗・レース旗・海賊旗まで エリザベト・デュモン＝ルコルネク著/岡崎秀訳/ナショナルジオグラフィック編日経ＢＰマーケティング世界の文化 7/1

113 ひまわりの文化誌 （ 花と木の図書館 ）スティーヴン・Ａ・ハリス著/伊藤はるみ訳原書房 世界の文化 7/15

114 名画のドレス 拡大でみる６０の服飾小辞典 内村理奈著 平凡社 世界の文化 7/14

115 アウトロー・オーシャン 上 海の無法地帯をゆく イアン・アービナ著/黒木章人訳白水社 現代社会 7/1

116 アウトロー・オーシャン 下 海の無法地帯をゆく イアン・アービナ著/黒木章人訳白水社 現代社会 7/1

117 ごみ収集の社会学 （ 朝日選書 ）藤井誠一郎著 朝日新聞出版 現代社会 8/5

118 重要証人 ウイグルの強制収容所を逃れて（仮） サイラグル・サウトバイ著/アレクサンドラ・カヴェリウス著/秋山勝訳草思社 現代社会 7/28

119 コロナ貧困 絶望的格差社会の襲来 藤田孝典著 毎日新聞出版 現代社会 7/28
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120 誤差、大間違い、ウソを見分ける統計学 デイヴィッド・サルツブルグ著/竹内惠行訳/濱田悦生訳共立出版 サイエンス 7/27

121 口に入れるな、感染する！　危ない微生物による健康リスクを科学が明かす         ポール・ドーソン著/ブライアン・シェルドン著/久保尚子訳合同出版 サイエンス 7/下

122 たくましくて美しい 糞虫図鑑 中村圭一著 創元社 サイエンス 7/14

123 知れば知るほどムチュウになる おもしろいネズミの世界　 渡部大介著 緑書房 サイエンス 7/15

124 海獣学者、クジラを解剖する。 海の哺乳類の死体が教えてくれること            田島木綿子著 山と溪谷社 サイエンス 7/15

125 人工知能が俳句を詠む ＡＩ一茶くんの挑戦 川村秀憲著/山下倫央著/横山想一郎著オーム社 テクノロジー 7/5

126 トコトンやさしい建設機械の本 （ 今日からモノ知りシリーズ ）宮入賢一郎著 日刊工業新聞社 テクノロジー 7/30

127 知識ゼロからの釣り入門 上州屋著 幻冬舎 芸術・スポーツ 7/5

128 まるごと馬場のぼる 描くことは生きること こぐま社 芸術・スポーツ 8/2

129 山下清　あるがままの自分に正直に生きよ（ 別冊太陽 日本のこころ ）山下浩監修 平凡社 芸術・スポーツ 7/21

130 ４７都道府県・高校野球百科 森岡浩著 丸善出版 芸術・スポーツ 7/30

131 親子で「海釣り」徹底サポートBOOK　子どもと楽しむ堤防・浅場・船釣りのコツ48        山口充監修 メイツユニバーサルコンテンツ芸術・スポーツ 7/29

132 イデオロギーと図書館 日本の図書館再興を期して マイケル・Ｋ・バックランド著/高山正也監訳/現代図書館史研究会訳樹村房 ライブラリアン 7/1

133 教養として知っておきたい　博物館の世界　学び直しに活かせる新しい鑑賞術と厳選２０館　　　　　　 栗原祐司著 誠文堂新光社 ライブラリアン 7/9

134 わたしのなつかしい一冊 池澤夏樹著/小島慶子著/川本三郎著/山内マリコほか著毎日新聞出版 ライブラリアン 7/28

135 図書館文化論 加藤好郎著 丸善出版 ライブラリアン 7/30

136 うちのねこ 高橋和枝作 アリス館 児童読み物 7/19

137 どっちでもいい子 かさいまり作/おとないちあき絵岩崎書店 児童読み物 7/13

138 ふしぎなヒーローやさん （ 新しいえほん ）みやにしたつや作・絵 金の星社 児童読み物 8/2

139 シミちゃん 吉野万理子作/北澤平祐絵くもん出版 児童読み物 7/16

140 うちゅうじんだぞ　おとうとうさぎ！ ヨンナ・ビョルンシェーナ作/ヘレンハルメ美穂訳クレヨンハウス 児童読み物 7/21

141 森の王さま　キング・クー アダム・ストーワー作/宮坂宏美訳小峰書店 児童読み物 7/下

142 くろねこのほんやさん シンディ・ウーメ作/福本友美子訳小学館 児童読み物 7/16

143 ようかいじいちゃんあらわる 最上一平作/種村有希子絵新日本出版社 児童読み物 7/9

144 きけんなゲーム （ 文研ブックランド ）マロリー・ブラックマン作/佐竹美穂絵/もりうちすみこ訳文研出版 児童読み物 7/中

145 カラフルなひとりごと （ ほるぷ創作絵本 ）種村有希子作 ほるぷ出版 児童読み物 7/6

146 くしゃみおじさん オルガ・カブラル作/山村浩二絵/小宮由訳岩波書店 児童読み物 7/28

147 ぼくは川のように話す ※ ニューヨーク・タイムズ最優秀絵本賞、シュナイダー・ファミリーブック賞受賞作品ジョーダン・スコット文/シドニー・スミス絵/原田勝訳偕成社 児童読み物 7/12

148 かげろうのむこうで　翔の四季 夏 斉藤洋作/いとうあつき絵 偕成社 児童読み物 7/20

149 秋 かこさとし著 講談社 児童読み物 7/27

150 おまつりのおばけずかん　じんめんわたあめどうわがいっぱい 斉藤洋作/宮本えつよし絵 講談社 児童読み物 7/22

151 子どもの本で平和をつくる キャシー・スティンソン作/マリー・ラフランス絵/さくまゆみこ訳小学館 児童読み物 7/12

152 みんなのためいき図鑑 村上しいこ作/中田いくみ絵童心社 児童読み物 7/16

153 ムーミン一家の海の冒険 （ クラシック・ムーミン絵本 ） トーベ・ヤンソン原作/アレックス・ハリディ文/セシリア・ダヴィッドソン文/フィリッパ・ヴィードルンド絵/オスターグレン晴子訳徳間書店 児童読み物 7/15

154 ぼくの弱虫をなおすには Ｋ・Ｌ・ゴーイング作/早川世詩男絵/久保陽子訳徳間書店 児童読み物 7/15

155 エリンとまっくろ岩のひみつ ※ 児童図書館・絵本の部屋／2018年度ウォーターストーンズ児童書賞受賞作品ジョー・トッド＝スタントン作/せなあいこ訳評論社 児童読み物 7/30

156 オイモはときどきいなくなる （ 福音館創作童話シリーズ ）田中哲弥作/加藤久仁生画福音館書店 児童読み物 7/7

157 街どろぼう ｊｕｎａｉｄａ作 福音館書店 児童読み物 7/7

158 青く塗りつぶせ （ ノベルズ・エクスプレス ）阿部夏丸作/酒井以絵 ポプラ社 児童読み物 7/12

159 オレ　じてんしゃ （ ほるぷ創作絵本 ）石井聖岳作 ほるぷ出版 児童読み物 7/20

160 学校が大好き　アクバルくん （ ともだち みつけた ）長倉洋海写真・文 アリス館 児童ノンフィクション7/1

161 子どもテツガク 小川仁志著/林ユミ絵 主婦の友社 児童ノンフィクション7/13

162 あなたの大切な人が「がん」になったら　学ぼう・向き合おう・支え合おう（ ちゃんと知りたい「がん」のこと２）保坂隆監修 汐文社 児童ノンフィクション7/下

163 雲と雨の大研究　空のしくみとふしぎをさぐろう！（ 楽しい調べ学習シリーズ ）荒木健太郎監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション7/20

164 タンポポのたね　どうしてとんでいくの？（ はっけん！どこでも　だいしぜん１）かんちくたかこ文/ごとうまきこ絵文一総合出版 児童ノンフィクション7/26

165 火星は… スザンヌ・スレード文/千葉茂樹訳/三河内岳監修あすなろ書房 児童ノンフィクション7/12

166 すいめん 高久至写真・文 アリス館 児童ノンフィクション7/14

167 こどもサピエンス史　生命の始まりからＡＩまで ベングト＝エリック・エングホルム著/ヨンナ・ビョルンシェーナ絵/久山葉子訳ＮＨＫ出版 児童ノンフィクション7/8

168 ＳＤＧｓでわかる　今ない仕事図鑑ハイパー　自分の才能発見ブック 上村彰子構成・文/「今ない仕事」取材班構成・文/澤井智毅監修講談社 児童ノンフィクション7/16

169 ふしぎ！ 光る生きもの大図鑑 近江谷克裕著/小江克典著国土社 児童ノンフィクション7/16

170 こども環境学 朝岡幸彦監修 新星出版社 児童ノンフィクション7/14

171 目でみるアスリートの図鑑 河合純一監修/衣笠泰介監修/中澤公孝監修/こどもくらぶ編東京書籍 児童ノンフィクション7/28

172 水族館　いきものとひとのいちにち （ 福音館の科学シリーズ ）ほりかわあやこ作 福音館書店 児童ノンフィクション7/7

173 ジュニア選手のための夢をかなえるスポーツノート活用術　トップアスリートが実践するパフォーマンス向上のポイント       　　 佐藤雅幸監修 メイツユニバーサルコンテンツヤングアダルト 7/29

174 あたらしいお金の教科書　ありがとうをはこぶお金、やさしさがめぐる社会　　　　 新井和宏著 山川出版社 ヤングアダルト 7/30

175 クジラの骨と僕らの未来　世界をカエル 中村玄作・絵 理論社 ヤングアダルト 7/27

176 ミシシッピ冒険記　ぼくらが３ドルで大金持ちになったわけ海外文学コレクション／ アンデルセン賞受賞作品ダヴィデ・モロジノット著/中村智子訳岩崎書店 ヤングアダルト 7/15

177 ミライを生きる君たちへの特別授業 （ 岩波ジュニアスタートブックス ）ジュニスタ編集部編 岩波書店 ヤングアダルト 7/28



２０２１年7月新刊案内

Ｎｏ． 書名・シリーズ・受賞情報など

178 妖怪がやってくる （ 岩波ジュニアスタートブックス ）佐々木高弘著 岩波書店 ヤングアダルト 7/28

179 人類がもっと遠い宇宙へ行くためのロケット入門 小泉宏之著 インプレス ヤングアダルト 7/13

180 わたしは夢を見つづける ジャクリーン・ウッドソン作/さくまゆみこ訳小学館 ヤングアダルト 7/26


