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1 カラ売り屋ｖｓ仮想通貨 黒木亮著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/25

2 幻月と探偵 伊吹亜門著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/26

3 翡翠色の海へうたう 深沢潮著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/27

4 名画小説（仮） 深水黎一郎著 河出書房新社 日本文芸書 8/20

5 アイアムマイヒーロー！ 鯨井あめ著 講談社 日本文芸書 8/9

6 時空犯 潮谷験著 講談社 日本文芸書 8/17

7 フィッシュボーン 生馬直樹著 集英社 日本文芸書 9/1

8 ヴァイタル・サイン 南杏子著 小学館 日本文芸書 8/16

9 教場Ｘ 刑事指導官・風間公親 長岡弘樹著 小学館 日本文芸書 8/25

10 ？外青春診療録控 千住に吹く風 山崎光夫著 中央公論新社 日本文芸書 8/17

11 死者にこそふさわしいその場所 吉村萬壱著 文藝春秋 日本文芸書 8/23

12 邪教の子 澤村伊智著 文藝春秋 日本文芸書 8/20

13 追憶の烏 ( 八咫烏シリーズ ) 阿部智里著 文藝春秋 日本文芸書 8/19

14 川のほとりで羽化するぼくら 彩瀬まる著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/26

15 熱風団地 大沢在昌著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/26

16 ゴースト・ポリス・ストーリー 横関大著 講談社 日本文芸書 8/23

17 推理大戦 似鳥鶏著 講談社 日本文芸書 8/23

18 聖刻 堂場瞬一著 講談社 日本文芸書 8/23

19 とにもかくにもごはん 小野寺史宜著 講談社 日本文芸書 8/10

20 バスクル新宿 大崎梢著 講談社 日本文芸書 8/17

21 みとりねこ 有川ひろ著 講談社 日本文芸書 8/6

22 アフター・サイレンス 本多孝好著 集英社 日本文芸書 9/1

23 オーラの発表会 綿矢りさ著 集英社 日本文芸書 8/24

24 九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤愛子著 小学館 日本文芸書 8/4

25 邯鄲（カンタン）の島遥かなり 上 貫井徳郎著 新潮社 日本文芸書 8/25

26 地中の星 門井慶喜著 新潮社 日本文芸書 8/20

27 帆神(ホシン) 北前船を馳せた男・工楽松右衛門 玉岡かおる著 新潮社 日本文芸書 8/20

28 やさしい猫 中島京子著 中央公論新社 日本文芸書 8/17

29 陰陽師　水龍ノ巻 夢枕獏著 文藝春秋 日本文芸書 8/2

30 結　妹背山婦女庭訓 波模様 大島真寿美著 文藝春秋 日本文芸書 8/2

31 パラダイスガーデンの喪失 若竹七海著 光文社 日本文芸書 8/23

32 死体の汁を啜れ 白井智之著 実業之日本社 日本文芸書 8/26

33 影踏亭の怪談 ※ 第１７回ミステリーズ！新人賞受賞作品大島清昭著 東京創元社 日本文芸書 8/20

34 さみだれ 矢野隆著 徳間書店 日本文芸書 8/24

35 執行 深谷忠記著 徳間書店 日本文芸書 8/24

36 万事オーライ 別府温泉を日本一にした男（仮） 植松三十里著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 8/19

37 存在しない時間の中で 山田宗樹著 角川春樹事務所 日本文芸書 8/5

38 暮鐘 東京湾臨海署安積班 今野敏著 角川春樹事務所 日本文芸書 8/5

39 逆玉に明日はない 楡周平著 光文社 日本文芸書 8/23

40 アイスクライシス 笹本稜平著 徳間書店 日本文芸書 8/24

41 シークレット・エクスプレス 真保裕一著 毎日新聞出版 日本文芸書 8/4

42 地上で僕らはつかの間きらめく ( 新潮クレスト・ブックス) オーシャン・ヴオン/木原善彦訳新潮社 外国文芸書 8/23

43 眠りの航路 ( エクス・リブリス ) 呉明益著/倉本知明訳白水社 外国文芸書 8/30

44 ジャスト・ライク・ヘヴン ヴェルノン・クロニクル２（仮） ヴィルジニー・デパント著/博多かおる訳早川書房 外国文芸書 8/17

45 骨を引き上げろ ※ 全米図書賞受賞作品 ジェスミン・ウォード著/石川由美子訳作品社 外国文芸書 9/上

46 三十の反撃 ※ 済州４・３平和文学賞受賞作品ソン・ウォンピョン著/矢島暁子訳祥伝社 外国文芸書 8/6

47 ビンティ　調和師の旅立ち ※ 新☆ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ／２０１６年ヒューゴー賞、ネビュラ賞受賞作品ンネディ・オコラフォー著/月岡小穂訳早川書房 外国文芸書 8/17

48 うそをつく子 助けを求められなかった少女の物語 トリイ・ヘイデン著/入江真佐子訳早川書房 外国文芸書 8/3

49 ＴＯＫＹＯ　ＲＥＤＵＸ 下山迷宮 デイヴィッド・ピース著/ 黒原敏行訳文藝春秋 外国文芸書 8/20

50 四季を感じる保存食　まいにちの漬け物（仮） 漬物名人じゅんちゃん著池田書店 くらしの実用書 8/20

51 ちょい足しだけで料理上手　ワタナベマキのスパイス使い ワタナベマキ著 グラフィック社 くらしの実用書 8/4

52 味・香り　こつの科学（仮）　味と香りの疑問に答えるＱ＆Ａ 川崎寛也著 柴田書店 くらしの実用書 8/27

53 男女共通で使える！かぎ針で編む　帽子・マフラー・スヌード 日本ヴォーグ社 くらしの実用書 8/24

54 編みもの始めてみました！（仮） マンガでわかる編み物入門！　　　　　　　　　　　　　　ｆｕｍｉ監修 朝日新聞出版 くらしの実用書 8/18

55 有元葉子　乾物 有元葉子著 家の光協会 くらしの実用書 9/14

56 すっぴん肌が好きになる　肌トラブル大全 小林智子著 ＷＡＶＥ出版 くらしの実用書 9/中

57 農家が教える　ゆずづくし　スイーツ・加工と保存・庭先栽培 農文協編 農山漁村文化協会 くらしの実用書 8/2

58 図解即戦力　小売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 中井彰人著 技術評論社 ビジネス・くらしの経済 8/23

59 図解即戦力　債券のしくみがこれ１冊でしっかりわかる教科書 土屋剛俊監修 技術評論社 ビジネス・くらしの経済 8/24

60 良いＦＡＱの書き方 ユーザーのわからないをすぐに解決するためのテクニック　　 樋口恵一郎著 技術評論社 ビジネス・くらしの経済 8/21

61 フードコーディネーターの仕事　食のプロフェッショナルを目指す！　　　　　　　 祐成二葉監修/久保木薫著中央経済社 ビジネス・くらしの経済 9/上
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62 知りたいことがよくわかる！　図解  住宅ローンのしくみと新常識 菅原隆行著 ナツメ社 ビジネス・くらしの経済 8/6

63 図解でよくわかる　施設園芸のきほん 中野明正著 誠文堂新光社 すまい・住宅・建築 8/4

64 小さな鉢からはじめる　長く楽しむお部屋の植物 境野隆祐著 日東書院本社 すまい・住宅・建築 8/19

65 読む常備薬　図解 いちばんわかりやすい強迫性障害 原井宏明著 河出書房新社 健康と家庭の医学 8/20

66 肺炎・ウイルス感染症にならない　のど・鼻の粘膜の整え方 浦長瀬昌宏著 主婦の友社 健康と家庭の医学 8/26

67 アトピー・かゆみ・じんましん　皮膚とアレルギーの名医が教える最高の治し方大全　　　　　 佐伯秀久ほか著 文響社 健康と家庭の医学 8/3

68 ウルトラ図解　双極性障害 野村総一郎著 法研 健康と家庭の医学 8/12

69 そのふるえ・イップス　心因性ではありません 平孝臣著/堀澤士朗著法研 健康と家庭の医学 8/12

70 高齢者を身近な危険から守る本（仮） 森透匡著/平松類著/三平洵著池田書店 教育と福祉 8/20

71 こどもが体調悪いとき、どうしたらいいの？ 小野英一著 インプレス 教育と福祉 8/27

72 ことばの遅れが気になるなら　接し方で子どもは変わる( 健康ライブラリーイラスト版) 古荘純一監修 講談社 教育と福祉 8/24

73 こども六法の使い方 法律ってなんだろうを親子で考える 山崎聡一郎著 弘文堂 教育と福祉 8/27

74 目の見えない白鳥さんとアートを見にいく 川内有緒著 集英社 教育と福祉 9/1

75 松村式　子育て仕掛学 松村真宏著 主婦の友社 教育と福祉 8/31

76 図解で早わかり　最新　独占禁止法・景表法・下請法 岩崎崇監修 三修社 くらしの法律 8/18

77 著作権ハンドブック　先生、勝手にコピーしちゃダメ！ 宮武久佳著/大塚大著東京書籍 くらしの法律 8/24

78 家族と刑法　家庭は犯罪の温床か？ 深町晋也著 有斐閣 くらしの法律 8/2

79 戦国「おんな家長」の群像 黒田基樹著 笠間書院 歴史と紀行 8/17

80 ホロコースト最年少生存者たち　１００人の物語からたどるその後の生活　　　　　　　 レベッカ・クリフォード著/山田美明訳/芝健介監修柏書房 歴史と紀行 8/24

81 一冊でわかるトルコ史 世界と日本がわかる　国ぐにの歴史 関眞興著 河出書房新社 歴史と紀行 8/25

82 知られざる古墳ライフ　え？ハニワって古墳の上に立ってたんですか！？譽田亜紀子著/松木武彦監修誠文堂新光社 歴史と紀行 8/2

83 半藤一利 ( 別冊太陽 日本のこころ) 別冊太陽編集部編平凡社 歴史と紀行 8/20

84 陰陽師の解剖図鑑 川合章子著 エクスナレッジ 日本の文化 8/26

85 鷹将軍と鶴の味噌汁　江戸の鳥の美食学 ( 講談社選書メチエ ) 菅豊著 講談社 日本の文化 8/10

86 神社語辞典　 本村のり子著/小野善一郎監修誠文堂新光社 日本の文化 8/6

87 世界の奇習と奇祭　１５０の不思議な伝統行事から命がけの通過儀礼まで　　　　 Ｅ・リード・ロス著/小金輝彦訳原書房 世界の文化 8/12

88 食で読むヨーロッパ史２５００年 遠藤雅司著 山川出版社 世界の文化 8/27

89 パクスなき世界　岐路に立つ資本主義 日本経済新聞社著日経ＢＰマーケティング（発売）／日本経済新聞出版本部（発行）現代社会 8/11

90 ネットいじめの現在 原清治編著 ミネルヴァ書房 現代社会 9/上

91 伴走型支援　新しい支援と社会のカタチ 奥田知志編/原田正樹編有斐閣 現代社会 8/30

92 アカデミアを離れてみたら　博士、道なき道をゆく 岩波書店編集部編岩波書店 現代社会 8/4

93 これってホントにエコなの？日常生活のあちこちで遭遇するエコのジレンマを解決　　　 ジョージーナ・ウィルソン＝パウエル著/吉田綾監訳/吉原かれん訳東京書籍 現代社会 8/30

94 地図とデータで見る人口の世界ハンドブック ジル・ピゾン著/吉田春美訳原書房 現代社会 8/24

95 カイメン　すてきなスカスカ ( 岩波科学ライブラリー) 椿玲未著 岩波書店 サイエンス 8/5

96 極端豪雨はなぜ毎年のように発生するのか ( ＤＯＪＩＮ選書 ) 川瀬宏明著 化学同人 サイエンス 8/12

97 世界を大きく変えた２０のワクチン 齋藤勝裕著 秀和システム サイエンス 8/27

98 トコトンやさしい地球学の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 西川有司著 日刊工業新聞社 サイエンス 8/17

99 地球科学者と巡る　ジオパーク日本列島 神沼克伊著 丸善出版 サイエンス 8/31

100 ヒルは木から落ちてこない。ぼくたちのヤマビル研究記　　　　　　　　　　　　　 樋口大良著/子どもヤマビル研究会著山と溪谷社 サイエンス 8/11

101 ＧＩＳ　地理情報システム ( やさしく知りたい先端科学シリーズ) 矢野桂司著 創元社 テクノロジー 8/19

102 スポーツの世界から暴力をなくす３０の方法 土井香苗編/杉山翔一編/島沢優子編/ジャパンセーフスポーツプロジェクト監修合同出版 芸術・スポーツ 8/下

103 現代日本のブックデザイン史　１９９６－２０２０ 長田年伸編/川名潤編誠文堂新光社 芸術・スポーツ 8/16

104 図鑑　世界の作曲家　中世から現代まで ＤＫ社編/岡田暁生日本語版監修東京書籍 芸術・スポーツ 8/12

105 万年筆画の教科書　スケッチから作品まで 古山浩一著 東京美術 芸術・スポーツ 8/10

106 たのしくピアノが弾ける　楽譜の読み方 森真奈美著 日東書院本社 芸術・スポーツ 9/17

107 みんなで楽しむ　ｅスポーツ 田簔健太郎編 山川出版社 芸術・スポーツ 8/27

108 再販制度と独占禁止法 ( 図書館のための出版キイノート) 宮沢厚雄著 樹村房 ライブラリアン 8/20

109 図書館を語る　未来につなぐメッセージ 山崎博樹編著 青弓社 ライブラリアン 8/25

110 かこさとしと紙芝居　創作の原点 かこさとし著/鈴木万里著童心社 ライブラリアン 8/26

111 名著のツボ　賢人たちが推す！最強ブックガイド 石井千湖著 文藝春秋 ライブラリアン 8/25

112 どうぶつたちのあきのおたのしみって？ アン・ウィットフォード・ポール作/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 8/23

113 ジークメーア　小箱の銀の狼 斉藤洋作/にしざかひろみ絵偕成社 児童読み物 8/30

114 ペンギンのこまりごと ジョリ－・ジョン作/レイン・スミス絵/岡野佳訳化学同人 児童読み物 8/31

115 キリンのなやみごと ジョリ－・ジョン作/レイン・スミス絵/岡野佳訳化学同人 児童読み物 8/31

116 崖の下の魔法使い ( ティーンズ文学館 ) 吉野万理子作/宮尾和孝絵学研プラス 児童読み物 8/31

117 まーるい まーるい ( こどものくに傑作絵本) せなけいこ作・絵 金の星社 児童読み物 8/2

118 おばけのまんまる ( 講談社の創作絵本 ) ひろただいさく作/ひろたみどり作講談社 児童読み物 8/4

119 ぼくらのスクープ ( 文学の扉 ) 赤羽じゅんこ著 講談社 児童読み物 8/24
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120 キャメロットの亡霊 ( アーサー王の世界７、シリーズ完結) 斉藤洋著 静山社 児童読み物 8/10

121 おつきみセブン ( セブンの行事えほんシリーズ) 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 8/6

122 ねこと王さま、しごとをさがす ニック・シャラット作・絵/市田泉訳徳間書店 児童読み物 8/31

123 ヒナゲシの野原で 戦火をくぐりぬけたある家族の物語( 児童図書館・絵本の部屋) マイケル・モーパーゴ文/マイケル・フォアマン絵/佐藤見果夢訳評論社 児童読み物 8/30

124 くまが うえにのぼったら アヤ井アキコ作 ブロンズ新社 児童読み物 8/24

125 こずえと申す ( ポプラ物語館 ) 吉田道子作/宮尾和孝絵ポプラ社 児童読み物 8/16

126 きんたろうようちえん やぎたみこ作 あかね書房 児童読み物 8/10

127 カイとティム 影の国のぼうけん 石井睦美作/ささめやゆき絵アリス館 児童読み物 8/20

128 ことりのおまじない おおなり修司文/丸山誠司絵絵本館 児童読み物 8/10

129 おばけのジョージー とんでいった ふうせん ロバート・ブライト作/こみやゆう訳好学社 児童読み物 8/10

130 きみはたいせつ クリスチャン・ロビンソン作/横山和江訳ＢＬ出版 児童読み物 8/26

131 パイロットマイルズ ビル・サラマン文/ジョン・バーニンガム絵/ヘレン・オクセンバリー絵/谷川俊太郎訳ＢＬ出版 児童読み物 9/上

132 介助犬チェリーのパピーウォーカー ( 文研ブックランド ) 山口理作/岡本順絵文研出版 児童読み物 8/25

133 ふしぎな月 富安陽子文/吉田尚令絵理論社 児童読み物 8/16

134 そらをとびたい 山本直洋写真/ちかぞう文小学館 児童ノンフィクション 9/6

135 すずりくん 書道具のおはなし 青栁貴史作/中川学絵あかね書房 児童ノンフィクション 8/20

136 ずかん 世界のくつ・はきもの 鈴木絵美留監修/中川さちこ著技術評論社 児童ノンフィクション 8/30

137 ６さいからつかえるパソコン キーボード入力、インターネット、動画づくり、プログラミングが１人でできる　    たにぐちまこと作技術評論社 児童ノンフィクション 8/25

138 しらべてわかる 日本の川 １ 一級河川ってどんな川？（仮） 佐久間博監修 汐文社 児童ノンフィクション 8/下

139 ５さいからはじめる しょうぎ 世界一やさしい将棋入門 杉本昌隆監修 日東書院本社 児童ノンフィクション 8/27

140 １０代の君に伝えたい 学校で悩むぼくが見つけた未来を切りひらく思考山崎聡一郎著 朝日新聞出版 ヤングアダルト 8/18

141 ライブラリー・ツインズ ようこそ、月島大学図書館へ 日野祐希著/あけたらしろめ絵アリス館 ヤングアダルト 8/20

142 時代をきりひらいた日本の女たち 落合恵子監修/小杉みのり文岩崎書店 ヤングアダルト 8/23

143 闇の魔法学校 死のエデュケーション Ｌｅｓｓｏｎ１ ナオミ・ノヴィク著/井上里訳静山社 ヤングアダルト 8/10

144 地球があぶない！ 地図で見る気候変動の図鑑 フランス・ベルクハウト監修/カースティン・ダウ監修/ダン・フッカー著/大河内直彦監修/山崎正浩訳創元社 ヤングアダルト 8/11

145 １０代から知っておきたいメンタルケア しんどい時の自分の守り方 増田史著 ナツメ社 ヤングアダルト 8/10

146 格差と分断の社会地図 １６歳からの日本のリアル 石井光太著 日本実業出版社 ヤングアダルト 8/26

147 世界一やさしい依存症入門 やめられないのは誰かのせい？( １４歳の世渡り術 ) 松本俊彦著 河出書房新社 ヤングアダルト 8/23

148 見た目が気になる からだの悩みを解きほぐす２６のヒント( １４歳の世渡り術 ) 河出書房新社編 河出書房新社 ヤングアダルト 8/17

149 海をわたった母子手帳 かけがえのない命をまもるパスポート 中村安秀著 旬報社 ヤングアダルト 8/25

150 絵で見てわかる 核兵器禁止条約ってなんだろう？ 川崎哲監修 旬報社 ヤングアダルト 8/20

151 地球で暮らすぼくたちが知っておきたい５０のこと　宇宙の誕生から社会と人生の問題まで                 ラース・ヘンリク・オーゴード作/シモン・ヴェス絵/枇谷玲子訳晶文社 ヤングアダルト 8/24

152 星天（ソウテン）の兄弟 菅野雪虫著 東京創元社 ヤングアダルト 8/20


