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1 油絵は謎をささやく 翔田寛著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/24

2 心心　東京の星、上海の月 石田衣良著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/22

3 たとえ世界を敵に回しても 志駕晃著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/31

4 チョウセンアサガオの咲く夏 柚月裕子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 4/4

5 テウトの創薬 岩木一麻著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/22

6 八月の母 早見和真著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/14

7 眼球達磨式 ※第５８回文藝賞受賞作品澤大知著 河出書房新社 日本文芸書 3/10

8 ファズイーター 深町秋生著 幻冬舎 日本文芸書 3/22

9 無明　警視庁強行犯係・樋口顕 今野敏著 幻冬舎 日本文芸書 3/14

10 エンドロール 潮谷験著 講談社 日本文芸書 3/29

11 コンクールシェフ！ 五十嵐貴久著 講談社 日本文芸書 3/7

12 朱色の化身 塩田武士著 講談社 日本文芸書 3/14

13 人でなしの櫻 遠田潤子著 講談社 日本文芸書 3/28

14 タダキ君、勉強してる？ 伊集院静著 集英社 日本文芸書 4/1

15 チンギス紀　１３　陽炎 北方謙三著 集英社 日本文芸書 3/25

16 ハイドロサルファイト・コンク 花村萬月著 集英社 日本文芸書 3/25

17 コスメの王様 高殿円著 小学館 日本文芸書 3/11

18 ゴールドサンセット 白尾悠著 小学館 日本文芸書 4/1

19 刑事弁護人 薬丸岳著 新潮社 日本文芸書 3/16

20 午前０時の身代金 ※第８回新潮ミステリー大賞受賞作品京橋史織著 新潮社 日本文芸書 3/16

21 ロング・アフタヌーン 葉真中顕著 中央公論新社 日本文芸書 3/7

22 引力の欠落 上田岳弘著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/25

23 彼女が知らない隣人たち あさのあつこ著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/24

24 月の王 馳星周著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/31

25 菜の花の道　千成屋お吟 藤原緋沙子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/28

26 さよならに反する現象 乙一著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 4/上

27 アルツ村 南杏子著 講談社 日本文芸書 3/28

28 人面島 中山七里著 小学館 日本文芸書 3/16

29 幸村を討て 今村翔吾著 中央公論新社 日本文芸書 3/17

30 カムカムマリコ 林真理子著 文藝春秋 日本文芸書 3/18

31 白銀騎士団 （シルバーナイツ） 田中芳樹著 光文社 日本文芸書 3/22

32 焔ノ地　天正伊賀の乱 結城充考著 光文社 日本文芸書 3/22

33 時計屋探偵の冒険　アリバイ崩し承ります２ 大山誠一郎著 実業之日本社 日本文芸書 3/15

34 センス・オブ・何だあ？　感じて育つ 三宮麻由子著 大野八生画福音館書店 日本文芸書 3/2

35 維新の終曲 岡田秀文著 双葉社 日本文芸書 3/15

36 折れない言葉　ボケない名言 五木寛之著 毎日新聞出版 日本文芸書 3/23

37 無月の譜 松浦寿輝著 毎日新聞出版 日本文芸書 3/16

38 生皮　あるセクシャルハラスメントの光景 井上荒野著 朝日新聞出版 日本文芸書 4/5

39 古本食堂 原田ひ香著 角川春樹事務所 日本文芸書 3/11

40 シェア（仮） 真梨幸子著 光文社 日本文芸書 3/22

41 図書室のはこぶね 名取佐和子著 実業之日本社 日本文芸書 3/15

42 弊社は買収されました！ 額賀澪著 実業之日本社 日本文芸書 3/15

43 寂聴日記 瀬戸内寂聴著 祥伝社 日本文芸書 3/30

44 パラレル・フィクショナル 西澤保彦著 祥伝社 日本文芸書 3/9

45 月曜日は水玉の犬 恩田陸著 筑摩書房 日本文芸書 3/17

46 包帯クラブ　ルック・アット・ミー！ 天童荒太著 筑摩書房 日本文芸書 3/10

47 風の港 村山早紀著 徳間書店 日本文芸書 3/8

48 夏の体温 瀬尾まいこ著 双葉社 日本文芸書 3/15

49 母子草の記憶 小杉健治著 双葉社 日本文芸書 3/15

50 博士の長靴 瀧羽麻子著 ポプラ社 日本文芸書 3/14

51 花屋さんが言うことには 山本幸久著 ポプラ社 日本文芸書 3/14

52 春 ( 新潮クレスト・ブックス) アリ・スミス著 木原善彦訳新潮社 外国文芸書 3/24

53 人類対自然 ( エクス・リブリス ) ダイアン・クック著 壁谷さくら訳白水社 外国文芸書 4/1

54 この道の先に、いつもの赤毛 アン・タイラー著 小川高義訳早川書房 外国文芸書 3/15

55 メキシカン・ゴシック ※ローカス賞、英国幻想文学賞、オーロラ賞受賞作品シルヴィア・モレノ＝ガルシア著 青木純子訳早川書房 外国文芸書 3/15

56 ブランディングズ城のスカラベ騒動 ( 論創海外ミステリ) Ｐ・Ｇ・ウッドハウス著 佐藤絵里訳論創社 外国文芸書 4/

57 元気が出る野菜炒め　家にあるものでぱぱっと作れる最強の健康おかず！      牛尾理恵著 主婦と生活社 くらしの実用書 3/16

58 大人のヘアスタイリングの教科書 ＧＡＲＤＥＮ著 主婦の友社 くらしの実用書 3/下

59 ９つの調味料＆スパイスがあなたの料理を変える いつもの食材にちょい足しするだけ。新・定番が見つかる７０のレシピ　　　 いづいさちこ著 誠文堂新光社 くらしの実用書 3/4

60 移住者を助けるガイドブック　「集落の教科書」のつくり方 田畑昇悟著 農山漁村文化協会くらしの実用書 3/4

61 心と体が元気になる　鉄分レシピ（仮） 小田真規子著 溝口徹監修ＰＨＰ研究所 くらしの実用書 3/17

62 子どもと楽しむ　雑草ブーケ＆室内飾り へんみゆかり著 いかだ社 くらしの実用書 3/10
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63 ＴＨＥ フルーツストック １２０％で旬をとじ込める、かんたんで新しいフルーツの楽しみ方　　 藤野貴子著 学研プラス くらしの実用書 3/9

64 挽き肉料理 ごちそう！いつも使い！ストック！なんでも自由自在！    堤人美著 グラフィック社 くらしの実用書 3/4

65 季節を味わう　手仕事レシピ スズキエミ著 主婦の友社 くらしの実用書 3/下

66 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3/18

67 好きな間取りが絶対見つかる図鑑 Ｍａｄｒｅｅ著 園内せな著エクスナレッジ すまい・住宅・建築 3/30

68 デッドスペースＤＩＹ 収納からワークスペース、子ども部屋まで ちょっとの工夫でスペースを最大限活用！   石井麻紀子著 誠文堂新光社 すまい・住宅・建築 3/11

69 農家が教える　竹やぶ減らし　かしこく切って、じゃんじゃん活用 農文協編 農山漁村文化協会すまい・住宅・建築 3/2

70 元サラリーマンの精神科医が教える　働く人のためのメンタルヘルス術 尾林誉史著 あさ出版 健康と家庭の医学 3/9

71 頭からつま先まですべてのコリと痛みをとる　史上最高のストレッチ 野上鉄夫著 新星出版社 健康と家庭の医学 3/17

72 長寿の体幹　３０日で姿勢を正す！ スラスラ歩く！ 澤木一貴著 大和書房 健康と家庭の医学 3/24

73 障害のある子が安心して暮らすために支援者が知っておきたいお金・福祉・くらしのしくみと制度  渡部伸著 合同出版 教育と福祉 3/11

74 生後すぐからできる　赤ちゃんの筋トレあそび 楽しく体を動かして運動大好きっ子に！                    川島智世著 主婦と生活社 教育と福祉 3/16

75 図解入門ビジネス　最新　パワハラ防止法対策がよ～くわかる本 池辺健太著 秀和システム くらしの法律 3/30

76 いきもの六法　日本の自然を楽しみ、守るための法律
山と溪谷社いき
もの部編 中島慶

山と溪谷社 くらしの法律 3/下

77 裸の大地　第１部　狩りと漂泊 角幡唯介著 集英社 歴史と紀行 3/25

78 太平洋の試練　レイテから終戦まで　上 イアン・トール著 村上和久訳文藝春秋 歴史と紀行 3/24

79 太平洋の試練　レイテから終戦まで　下 イアン・トール著 村上和久訳文藝春秋 歴史と紀行 3/24

80 なぜ！？ からはじめる世界史 津野田興一著 山川出版社 歴史と紀行 4/4

81 図解　身近にあふれる　神社と神様が３時間でわかる本 後藤泰弘著 明日香出版社 日本の文化 3/16

82 図説　江戸のカルチャー　教養書・実用書の世界 深光富士男著 河出書房新社 日本の文化 3/25

83 図説　なつかしの遊園地・動物園 ( ふくろうの本／日本の文化) 生田誠編 河出書房新社 日本の文化 3/24

84 ルポ　公益通報者保護法（仮） 奥山俊宏著 朝日新聞出版 現代社会 4/6

85 プリズン・サークル 坂上香著 岩波書店 現代社会 3/24

86 地図とデータで見る健康の世界ハンドブック ジェラール・サレム著 フロランス・フルネ著 太田佐絵子訳原書房 現代社会 3/18

87 図説　空から見る日本の地すべり・山体崩壊 八木浩司著 井口隆著朝倉書店 サイエンス 4/1

88 昆虫の惑星　虫たちは今日も地球を回す アンヌ・スヴェルトルップ・ティーゲソン著 小林玲子訳 丸山宗利監修辰巳出版 サイエンス 3/28

89 伝統色づくり解体新書　天然染料と衣服　カラー写真で理解する染めの再現（仮）　　　　　　　　 青木正明著 日刊工業新聞社 サイエンス 3/28

90 おしゃべりな脳の研究　内言・聴声・対話的思考 チャールズ・ファニーハフ著 柳沢圭子訳みすず書房 サイエンス 4/1

91 となりのハト　身近な生きものの知られざる世界 柴田佳秀著 山と溪谷社 サイエンス 3/17

92 エドワード・ホッパー作品集 江崎聡子著 東京美術 芸術・スポーツ 3/28

93 鏑木清方 ( 別冊太陽 日本のこころ　) 鶴見香織監修 鎌倉市鏑木清方記念美術館監修平凡社 芸術・スポーツ 3/18

94 フルーツふれんず　イガグリくん 村上しいこ作 角裕美絵あかね書房 児童読み物 3/24

95 ぬいぐるみきゅうじょたい ﾃｨｴﾘｰ･ﾛﾌﾞﾚﾋﾄ文 ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ･B･ﾄﾞﾚｲﾊﾟｰ絵 川野太郎訳岩崎書店 児童読み物 3/10

96 １３枚のピンぼけ写真 ※ストレーガ賞 第一回児童書部門受賞作品キアラ・カルミナーティ作 古山拓絵 関口英子訳岩波書店 児童読み物 3/17

97 はるのにわで ( 日本傑作絵本シリーズ) 澤口たまみ文 米林宏昌絵福音館書店 児童読み物 3/9

98 １８枚のポートレイト　柏葉幸子小品集 柏葉幸子著 植田たてり絵理論社 児童読み物 3/3

99 たんぽぽの ちいさい たねこちゃん なかやみわ作・絵 学研プラス 児童読み物 3/22

100 はやくしなさい！ 中川ひろたか文  村上康成絵金の星社 児童読み物 3/9

101 ふしぎな図書館と魔王グライモン　ストーリーマスターズ １ 廣嶋玲子作 江口夏実イラスト講談社 児童読み物 3/7

102 まちのおばけずかん　おばけコンテスト ( 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 3/29

103 モンスター・ホテルで　ろてんぶろ ( 新モンスター・ホテルシリーズ) 柏葉幸子作 高畠純絵小峰書店 児童読み物 3/18

104 そらいっぱいの　こいのぼり 羽尻利門作 世界文化社 児童読み物 3/10

105 ゆきちゃんは、ぼくのともだち！ ( 童心社のおはなしえほん) 武田美穂作・絵 童心社 児童読み物 3/24

106 かみはこんなに くちゃくちゃだけど ( MOEのえほん ) ヨシタケシンスケ作白泉社 児童読み物 3/30

107 げたばこかいぎ ( とっておきのどうわ) 村上しいこ作 高畠那生絵ＰＨＰ研究所 児童読み物 3/10

108 ぼくのねこ ( 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 3/10

109 タヌキの土居くん ( 福音館創作童話シリーズ) 富安陽子作 大島妙子画福音館書店 児童読み物 3/16

110 のいちごつみ ( ばばばあちゃんの絵本) さとうわきこ作・絵福音館書店 児童読み物 3/2

111 ボランティアたちの物語 東京オリンピック・パラリンピック２０２０の記録 日本財団ボランティアセンター監修小峰書店 児童ノンフィクション3/28

112 世界がつながる イラスト歴史地図　ヒストリーアトラス( イラスト地図で学ぶアトラスシリーズ) ドーリング・キンダースリー社編集部企画・原案 川村まゆみ訳ＢＬ出版 児童ノンフィクション4/1

113 自然と文化を知る イラスト世界地図　アトラス　 ( イラスト地図で学ぶアトラスシリーズ) ドーリング・キンダースリー社編集部企画・原案 水島ぱぎい訳ＢＬ出版 児童ノンフィクション4/1

114 リサイクル・プラネット　リサイクルが地球の資源をすくう！( プラネットシリーズ) アンナ・クレイボーン作 大山泉訳評論社 児童ノンフィクション3/7

115 神社のえほん 羽尻利門文・絵 あすなろ書房 児童ノンフィクション3/下

116 天の蚕が夢をつむぐ　大島紬ものがたり ( フレーベル館ノンフィクション) 谷本雄治著 フレーベル館 児童ノンフィクション3/16

117 エーリッヒ・ケストナー　こわれた時代 ※ドイツ児童文学賞受賞作品クラウス・コルドン著 ガンツェンミュラー文子訳偕成社 ヤングアダルト 3/28

118 あの子のことは、なにも知らない ( ｔｅｅｎｓ’　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ) 栗沢まり作 中田いくみ絵ポプラ社 ヤングアダルト 3/14

119 嫌いな教科を好きになる方法、教えてください！ ( 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 3/18

120 スネークダンス 佐藤まどか著 小学館 ヤングアダルト 3/14

121 世界を変えた１４６人の子ども　才能にめざめた若者たちの物語 ルーラ・ブリッジポート著 北川玲訳創元社 ヤングアダルト 3/25

122 香君　上 上橋菜穂子著 文藝春秋 ヤングアダルト 3/22

123 香君　下 上橋菜穂子著 文藝春秋 ヤングアダルト 3/22


