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Ｎｏ． 書名・シリーズ・受賞情報など

1 仁王の本願 赤神諒著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 12/20

2 求めよ、さらば 奥田亜希子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 12/22

3 吉祥寺ドリーミン てくてく散歩・おずおずコロナ 山田詠美著 小学館 日本文芸書 12/20

4 赫衣（アカゴロモ）の闇 三津田信三著 文藝春秋 日本文芸書 12/7

5 アスベストス 佐伯一麦著 文藝春秋 日本文芸書 12/8

6 田辺聖子 十八歳の日の記録 田辺聖子著 文藝春秋 日本文芸書 12/1

7 にべ屋往来記 村木嵐著 文藝春秋 日本文芸書 1/6

8 警官の道 呉勝浩著 下村敦史著 中山七里著 葉真中顕著 柚月裕子ほか著ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 12/16

9 教育 遠野遥著 河出書房新社 日本文芸書 1/5

10 遺言歌 なかにし礼著 河出書房新社 日本文芸書 12/10

11 ミス・パーフェクトが行く！ 横関大著 幻冬舎 日本文芸書 12/6

12 偽装同盟 佐々木譲著 集英社 日本文芸書 12/3

13 真夜中のマリオネット 知念実希人著 集英社 日本文芸書 12/3

14 ミーツ・ザ・ワールド 金原ひとみ著 集英社 日本文芸書 12/27

15 一九六一　東京ハウス 真梨幸子著 新潮社 日本文芸書 12/20

16 ひとりでカラカサさしてゆく 江國香織著 新潮社 日本文芸書 12/16

17 ミトンとふびん 吉本ばなな著 新潮社 日本文芸書 12/20

18 皆のあらばしり 乗代雄介著 新潮社 日本文芸書 12/20

19 女性失格 小手鞠るい著 文藝春秋 日本文芸書 12/6

20 捜査線上の夕映え 有栖川有栖著 文藝春秋 日本文芸書 1/6

21 マンモスの抜け殻 相場英雄著 文藝春秋 日本文芸書 12/6

22 ミス・サンシャイン 吉田修一著 文藝春秋 日本文芸書 1/5

23 真田の兵ども 佐々木功著 角川春樹事務所 日本文芸書 12/13

24 新しい世界で 座間味くんの推理 石持浅海著 光文社 日本文芸書 12/20

25 おとぎカンパニー モンスター編 田丸雅智著 光文社 日本文芸書 12/20

26 下北沢であの日の君と待ち合わせ 神田茜著 光文社 日本文芸書 12/20

27 マザー・マーダー 矢樹純著 光文社 日本文芸書 12/20

28 掠れうる星たちの実験 乗代雄介著 国書刊行会 日本文芸書 12/中

29 名探偵に甘美なる死を 方丈貴恵著 東京創元社 日本文芸書 1/6

30 １１の秘密 ラスト・メッセージ アミの会（仮）著 ポプラ社 日本文芸書 12/6

31 さもなくば黙れ 平山瑞穂著 論創社 日本文芸書 12/20

32 創世（ハジマリ）の日 巨大財閥解体と総帥の苦悩 江上剛著 朝日新聞出版 日本文芸書 1/5

33 きりきり舞いのさようなら 諸田玲子著 光文社 日本文芸書 12/20

34 四十過ぎたら出世が仕事 本城雅人著 祥伝社 日本文芸書 12/8

35 愚かな薔薇 恩田陸著 徳間書店 日本文芸書 12/22

36 人形姫（仮） 山本幸久著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 12/7

37 世界の美しさを思い知れ 額賀澪著 双葉社 日本文芸書 12/20

38 血の歌 なかにし礼著 毎日新聞出版 日本文芸書 12/22

39 死まで１３９歩 ( ハヤカワ・ミステリ／ツイスト博士シリーズ) ポール・アルテ著 平岡敦訳早川書房 外国文芸書 12/1

40 プロジェクト・ヘイル・メアリー　上 アンディ・ウィアー著 小野田和子訳早川書房 外国文芸書 12/15

41 プロジェクト・ヘイル・メアリー　下 アンディ・ウィアー著 小野田和子訳早川書房 外国文芸書 12/15

42 子供たちの聖書 リディア・ミレット著 川野太郎訳みすず書房 外国文芸書 12/16

43 緑の天幕 ( 新潮クレスト・ブックス) リュドミラ・ウリツカヤ著 前田和泉訳新潮社 外国文芸書 12/20

44 革命と献身 シンパサイザー２ ヴィエト・タン・ウェン著 上岡伸雄訳早川書房 外国文芸書 12/15

45 シルバービュー荘の男 ジョン・ル・カレ著 加賀山卓朗訳早川書房 外国文芸書 12/15

46 しらいのりこの　絶品！ ご飯のおとも１０１ しらいのりこ著 ＮＨＫ出版 くらしの実用書 12/16

47 世界一親切な片づけの教科書 使いにくい、暮らしにくいを解決するたった１つの考え方長島ゆか著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ くらしの実用書 12/6

48 完全編集版　一生使い続けたい！ ハンドメイドの基礎＆応用ＢＯＯＫ主婦と生活社編 主婦と生活社 くらしの実用書 12/15

49 焼くだけで絶品　グリルレシピ 武蔵裕子著 新星出版社 くらしの実用書 12/27

50 着物のイロハ 大竹恵理子著 成美堂出版 くらしの実用書 12/1

51 小さなサクサクタルト　専門家が教える、素材を生かすフィリングと生地づくりのコツ　 キュームタルト著 誠文堂新光社 くらしの実用書 12/1

52 効果的な組み合わせがわかる　化粧品成分事典 久光一誠監修 池田書店 くらしの実用書 12/13

53 植物性たっぷり×動物性ちょっぴり　おいしすぎるたんぱく質のおかず藤井恵著 新星出版社 くらしの実用書 12/27

54 おいしい煮込み　５人の料理家が作り続けているレシピ 上田淳子著 有賀薫著 笠原将弘著 稲田俊輔著 藤井恵著西東社 くらしの実用書 12/9

55 普段もハレの日も作りたい、家族が喜ぶ　おすし 松田美智子監修 文化出版局 くらしの実用書 12/9

56 ペットの命を守る本　もしもに備える救急ガイド サニー・カミヤ著 小沼守監修緑書房 くらしの実用書 12/6

57 図解即戦力　社会保険・労働保険の届け出と手続きがこれ１冊でしっかりわかる本小岩和男監修 技術評論社 ビジネス・くらしの経済 12/17

58 Ｗｅｂ選考は準備が９割！ 田中亜矢子著 自由国民社 ビジネス・くらしの経済 12/2

59 むかし話で学ぶ 経営塾 大澤賢悟著 自由国民社 ビジネス・くらしの経済 12/16

60 コロナリモート時代にビジネスパーソンが知っておきたいジョブ型雇用入門　高橋俊介監修 中川浩著 草野悠太著秀和システム ビジネス・くらしの経済 12/

61 ＮＯＩＳＥ　上　組織はなぜ判断を誤るのか ﾀﾞﾆｴﾙ･ｶｰﾈﾏﾝ著 ｵﾘｳﾞｨｴ･ｼﾎﾞﾆｰ著 ｷｬｽ･R･ｻﾝｽﾃｨｰﾝ著 村井章子訳早川書房 ビジネス・くらしの経済 12/1

62 ＮＯＩＳＥ　下　組織はなぜ判断を誤るのか ﾀﾞﾆｴﾙ･ｶｰﾈﾏﾝ著 ｵﾘｳﾞｨｴ･ｼﾎﾞﾆｰ著 ｷｬｽ･R･ｻﾝｽﾃｨｰﾝ著 村井章子訳早川書房 ビジネス・くらしの経済 12/1
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63 日本流通史　小売業の近現代 満薗勇著 有斐閣 ビジネス・くらしの経済 12/9

64 知識ゼロからの　有機・無農薬の家庭菜園 本多勝治著 家の光協会 すまい・住宅・建築 1/17

65 災害に強い家はこうつくる 家を建てる前、絶対に知っておきたい防災のツボ      七呂恵介著 青春出版社 すまい・住宅・建築 12/1

66 これならできる！ ＤＩＹで作る収納家具 山田芳照著 ナツメ社 すまい・住宅・建築 12/14

67 庭全体が美しく見える　剪定の本 田口裕之著 田中志郎著日本文芸社 すまい・住宅・建築 12/8

68 今さら聞けない　除草剤の話　きほんのき 農文協編 農山漁村文化協会 すまい・住宅・建築 12/2

69 専門医が教える 鼻と睡眠の深い関係　鼻スッキリで夜ぐっすり高島雅之著 インプレス 健康と家庭の医学 12/8

70 ぜんぶわかる　高齢者のからだと病気 成美堂出版編集部編成美堂出版 健康と家庭の医学 12/28

71 ウルトラ図解　潰瘍性大腸炎・クローン病 久松理一著 法研 健康と家庭の医学 12/10

72 腰椎椎間板ヘルニアを治す 岡田英次朗著 法研 健康と家庭の医学 1/中

73 「泣いてもいいんだよ」 の育児 峯田昌著 自由国民社 教育と福祉 12/2

74 児童養護施設という私のおうち 田中れいか著 旬報社 教育と福祉 12/3

75 ちょっとしたことでうまくいく　発達障害の人が上手に勉強するための本安田祐輔著 翔泳社 教育と福祉 12/9

76 高校生と親・先生のためのキャリアデザイン ＮＰＯ法人１６歳の仕事塾からのメッセージ          堀部伸二著 山岸慎司著中央経済社 教育と福祉 12/

77 介護認定審査会委員が教える　困らない介護の教科書 河北美紀著 同友館 教育と福祉 12/2

78 認知症家族と暮らす　介護しやすい家づくり みんなが心地よく過ごせる間取りとリフォームのヒント　　　 堀越智編著 山崎努著 川野美智子著 壁恵一著日刊工業新聞社 教育と福祉 12/28

79 事業者必携 入門図解 最新　休業・休職の法律知識と実務手続き 森島大吾監修 三修社 くらしの法律 12/17

80 知りたいことがすぐわかる　図解　知的財産権のしくみ ジーベック国際特許事務所著日本実業出版社 くらしの法律 12/15

81 世界を変えた１００のポスター　上　１６５２－１９３６ コリン・ソルター著 角敦子訳原書房 歴史と紀行 12/10

82 世界を変えた１００のポスター　下　１６５２－１９３６ コリン・ソルター著 角敦子訳原書房 歴史と紀行 12/10

83 学校史に見る日本　足利学校・寺子屋・私塾から現代まで 五味文彦著 みすず書房 歴史と紀行 12/1

84 日本史人物「あの時、何歳？」 事典 0歳から85歳まで、1200人の事跡　　　　　　　 吉川弘文館編集部編吉川弘文館 歴史と紀行 12/上

85 かざる日本 橋本麻里著 岩波書店 日本の文化 12/8

86 源氏物語 解剖図鑑　平安時代の歴史と文化がマルわかり 佐藤晃子著 エクスナレッジ 日本の文化 12/20

87 忍びの者　その正体　忍者の民俗を追って 筒井功著 河出書房新社 日本の文化 12/16

88 日本神話がわかる　神々のくらし ( Ｔｈｅ　Ｎｅｗ　Ｆｉｆｔｉｅｓ) 瓜生中著 講談社 日本の文化 12/21

89 和菓子のひみつ 楽しみ方・味わい方がわかる本　ニッポンの菓子文化超入門　　 「江戸楽」編集部著メイツユニバーサルコンテンツ日本の文化 12/22

90 豆くう人々 長谷川清美著 農山漁村文化協会 世界の文化 12/16

91 リンゴの文化誌 ( 花と木の図書館) マーシャ・ライス著 柴田譲治訳原書房 世界の文化 1/6

92 よくわかる中国思想 ( やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ) 湯浅邦弘編著 ミネルヴァ書房 世界の文化 1/

93 五色のメビウス　ともにはたらき ともにいきる 信濃毎日新聞社編明石書店 現代社会 12/27

94 ノンバイナリーがわかる本 ｈｅでもｓｈｅでもない、ｔｈｅｙたちのこと　　　　　　 エリス・ヤング著 上田勢子訳明石書店 現代社会 12/28

95 ２０３０未来への分岐点　２　テクノロジーは神か悪魔か ＮＨＫスペシャル取材班編著ＮＨＫ出版 現代社会 12/上

96 ルポ路上生活 國友公司著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 現代社会 12/23

97 ＧＡＦＡ　ｎｅｘｔ　ｓｔａｇｅ 四騎士＋Ｘの次なる支配戦略 スコット・ギャロウェイ著 渡会圭子訳東洋経済新報社 現代社会 12/2

98 父がひとりで死んでいた 離れて暮らす親のために、今、しておきたいこと　　　　　　　 如月サラ著 日経ＢＰマーケティング現代社会 12/15

99 ヴィジュアル版　ＬＧＢＴＱ運動の歴史（仮） マシュー・トッド著 龍和子訳原書房 現代社会 1/中

100 日本のフェミニズム　１５０年の人と思想 井上輝子著 有斐閣 現代社会 12/6

101 生きづらさのせい？ 子ども・若者の心の病気、増えています！（仮）　　　　　　 水野雅文著 朝日新聞出版 現代社会 1/中

102 戦争の文化　上 ジョン・W．ダワー著 三浦陽一監訳 田代泰子訳 藤本博ほか訳 岩波書店 現代社会 12/3

103 戦争の文化　下 ジョン・W．ダワー著 三浦陽一監訳 田代泰子訳 藤本博ほか訳 岩波書店 現代社会 12/3

104 ｍＲＮＡワクチンの衝撃 コロナ制圧と医療の未来 ジョー・ミラー著 エズレム・テュレジ著 ウール・シャヒン著 柴田さとみほか訳 早川書房 現代社会 12/24

105 イラスト図解　遺伝子の不思議としくみ入門 島田祥輔著 朝日新聞出版 サイエンス 12/20

106 ゾウが教えてくれたこと ( ＤＯＪＩＮ選書 ) 入江尚子著 化学同人 サイエンス 12/23

107 知られざる水の科学　水の惑星地球の誕生から飲み水まで 齋藤勝裕著 技術評論社 サイエンス 1/6

108 かおりの生態学　葉の香りがつなげる生き物たち( 共立スマートセレクション) 塩尻かおり著 辻和希編共立出版 サイエンス 12/23

109 日本のサンショウウオ ( フィールド探索記) 川添宣広著・写真 誠文堂新光社 サイエンス 12/3

110 野生動物の法獣医学　もの言わぬ死体の叫び 浅川満彦著 地人書館 サイエンス 12/24

111 カニムシ　森・海岸・本棚にひそむ未知の虫 佐藤英文著 築地書館 サイエンス 12/16

112 今すぐ使えるかんたん　ＹｏｕＴｕｂｅ動画編集入門 入江祐也著 技術評論社 テクノロジー 12/7

113 図解入門 よくわかる 最新　全固体電池の基本と仕組み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次世代電池の大本命の今を知る齋藤勝裕著 秀和システム テクノロジー 12/13

114 図解まるわかり　アルゴリズムのしくみ 増井敏克著 翔泳社 テクノロジー 12/9

115 曲の理解が深まる 演奏が変わる　子どもに教える楽典　( ＯＮＴＯＭＯ　ＭＯＯＫ) ムジカノーヴァ編 音楽之友社 芸術・スポーツ 12/18

116 絵の中のモノ語り 中野京子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 芸術・スポーツ 12/22

117 楽しいバレエ図鑑 阿部さや子監修 新国立劇場バレエ団協力小学館 芸術・スポーツ 12/16

118 木版画　伝統技法とその意匠 竹中健司著 米原有二著誠文堂新光社 芸術・スポーツ 12/1

119 もっと知りたい 佐伯祐三　生涯と作品 熊田司著 東京美術 芸術・スポーツ 12/20

120 堀内誠一　絵の世界 堀内事務所監修 平凡社 芸術・スポーツ 12/28

121 弦楽器　メンテナンス完全ガイド 美しい音色を奏でるためのお手入れのコツ５０　　　 茅根健監修 メイツユニバーサルコンテンツ芸術・スポーツ 12/23

122 西洋音楽史大図鑑 スティーヴ・コリッソン監修 藤村奈緒美訳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 12/17

123 読書会の教室 本がつなげる新たな出会い　参加・開催運営の方法　　　　 竹田信弥著 田中佳祐著晶文社 ライブラリアン 12/17

124 時代小説の戦後史　柴田錬三郎から隆慶一郎まで( 新潮選書 ) 縄田一男著 新潮社 ライブラリアン 12/14
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125 海坂藩に吹く風　藤沢周平を読む 湯川豊著 文藝春秋 ライブラリアン 12/7

126 なぞなぞはじまるよ ３ おおなり修司文 高畠純絵絵本館 児童読み物 12/21

127 おつきさまのスープ 野中柊作 木原未沙紀絵くもん出版 児童読み物 12/1

128 ようかい村の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 12/17

129 王さまのお菓子 石井睦美文 くらはしれい絵世界文化社 児童読み物 12/1

130 青い花の えかきさん ソーニャ・ハートネット文 ガブリエル・エヴァンス絵 みらいなな訳童話屋 児童読み物 12/3

131 秘密に満ちた魔石館　３ 廣嶋玲子作 佐竹美保絵ＰＨＰ研究所 児童読み物 12/7

132 大どろぼうジャム・パン ゆうかいされたおじいさん( わくわくえどうわ) 内田麟太郎作 藤本ともひこ絵文研出版 児童読み物 12/下

133 こんな かお、できる？ ウィリアム・コール作 トミー・ウンゲラー絵 こみやゆう訳好学社 児童読み物 12/13

134 住み続けられるまちづくりを サクラの川とミライの道( おはなしＳＤＧｓシリーズ) 稲葉なおと作 中村至宏絵講談社 児童読み物 12/14

135 空から見える、あの子の心 シェリー・ピアソル作 久保陽子訳 平澤朋子絵童心社 児童読み物 12/22

136 おばあさんとトラ ヤン・ユッテ作・絵 西村由美訳徳間書店 児童読み物 12/16

137 やさいのがっこう いちごちゃんはやさいなの？( ＭＯＥのえほん) なかやみわ作 白泉社 児童読み物 1/12

138 プーさんの戦争 世界一有名なクマのお話 ( 児童図書館・文学の部屋) リンジー・マティック文 ジョシュ・グリーンハット文 ソフィー・ブラッコール絵 山口文生訳評論社 児童読み物 12/15

139 あ・さ・ご・は・ん！ ( ほるぷ創作絵本) 武田美穂作 ほるぷ出版 児童読み物 12/7

140 クロべぇ ふくだいわお作 光村教育図書 児童読み物 12/27

141 保健委員アイデアブック 齋藤久美監修 あかね書房 児童ノンフィクション 12/下

142 ブラックホールと宇宙の謎 ( 調べる学習百科) 本間希樹監修 荒舩良孝構成・文岩崎書店 児童ノンフィクション 12/24

143 野菜はすごい！ シェフが先生！小学生から使える、子どものための、野菜たっぷり料理本    柴田書店編 柴田書店 児童ノンフィクション 12/20

144 見て、知って、つくって！ 錯視で遊ぼう ( 子供の科学サイエンスブックスＮＥＸＴ) 杉原厚吉著 誠文堂新光社 児童ノンフィクション 12/10

145 ＣＯ２はどこへ行くのか？ 炭素循環から考える気候変動( 楽しい調べ学習シリーズ) 小西哲之編著 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション 12/21

146 パンデミック・プラネット 疾病は、地球にどのような衝撃をあたえるのか( プラネットシリーズ) アンナ・クレイボーン著 大山泉訳評論社 児童ノンフィクション 12/20

147 天気を知って備える防災雲図鑑 荒木健太郎著 文溪堂 児童ノンフィクション 1/上

148 写真で見る 東京２０２０オリンピック・パラリンピック大百科 舛本直文監修 ポプラ社 児童ノンフィクション 12/15

149 山の上に貝がらがあるのはなぜ？ はじめての地質学 アレックス・ノゲス文 ミレン・アシアイン＝ロラ絵 宇野和美訳岩崎書店 児童ノンフィクション 12/14

150 こども気候変動アクション３０ 未来のためにできること 高橋真樹著 かもがわ出版 児童ノンフィクション 12/24

151 図書館図鑑 小田光宏監修 金の星社 児童ノンフィクション 12/20

152 伝え守る　アイヌ三世代の物語 宇井眞紀子写真・文少年写真新聞社 児童ノンフィクション 12/15

153 ぼくの　わたしの　著作権ずかん ( 見る知る考えるずかん) 森田盛行監修 ほるぷ出版 児童ノンフィクション 12/24

154 よみがえれ、マンモス！ 近畿大学マンモス復活プロジェクト 令丈ヒロ子文 深川直美絵講談社 ヤングアダルト 12/13

155 １４歳から考えたい 貧困（仮） フィリップ・エヌ・ジェファーソン著 神林邦明訳すばる舎 ヤングアダルト 12/15

156 アポロンと５つの神託 ５ 太陽の神 ( 第３期最終巻 ) リック・リオーダン作 金原瑞人訳 小林みき訳ほるぷ出版 ヤングアダルト 12/7

157 火狩りの王 外伝 野ノ日々 日向理恵子作 山田章博絵ほるぷ出版 ヤングアダルト 12/21

158 むねにひびく ( 大人になるまでに読みたい１５歳のエッセイ １ ) 和合亮一編 ゆまに書房 ヤングアダルト 12/21

159 さばの缶づめ、宇宙へいく 鯖街道を宇宙へつなげた高校生たち       小坂康之著 林公代著イースト・プレス ヤングアダルト 1/14

160 博物館の少女 怪異研究事始め 富安陽子著 偕成社 ヤングアダルト 12/2

161 食べものが足りない！ 食料危機問題がわかる本 井出留美著 旬報社 ヤングアダルト 12/3


