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Ｎｏ． 書名・シリーズ・受賞情報など

1 六法推理 五十嵐律人著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 4/21

2 海蝶　鎮魂のダイブ 吉川英梨著 講談社 日本文芸書 4/25

3 青春とシリアルキラー 佐藤友哉著 集英社 日本文芸書 4/22

4 ハロー・グッドバイ　東京バンドワゴン 小路幸也著 集英社 日本文芸書 4/22

5 ラブカは静かに弓を持つ 安壇美緒著 集英社 日本文芸書 4/27

6 ルコネサンス 有吉玉青著 集英社 日本文芸書 4/22

7 咲かせて三升の團十郎 仁志耕一郎著 新潮社 日本文芸書 4/18

8 女人入眼 永井紗耶子著 中央公論新社 日本文芸書 4/5

9 君たちはしかし再び来い 山下澄人著 文藝春秋 日本文芸書 4/7

10 横浜大戦争　３　川崎・町田編 蜂須賀敬明著 文藝春秋 日本文芸書 4/20

11 天下を買った女 伊東潤著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 4/26

12 脱北航路 月村了衛著 幻冬舎 日本文芸書 4/11

13 マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂幸太郎著 幻冬舎 日本文芸書 4/25

14 競争の番人 新川帆立著 講談社 日本文芸書 5/9

15 爆弾 呉勝浩著 講談社 日本文芸書 4/18

16 布武（フブ）の果て 上田秀人著 集英社 日本文芸書 4/27

17 マスカレード・ゲーム 東野圭吾著 集英社 日本文芸書 4/15

18 夢伝い 宇佐美まこと著 集英社 日本文芸書 4/27

19 夏が破れる 新庄耕著 小学館 日本文芸書 4/21

20 公孫龍　巻２　赤龍篇 宮城谷昌光著 新潮社 日本文芸書 4/18

21 花散る里の病棟 帚木蓬生著 新潮社 日本文芸書 4/25

22 ショートケーキ。 坂木司著 文藝春秋 日本文芸書 4/6

23 スタッフロール 深緑野分著 文藝春秋 日本文芸書 4/11

24 ついでにジェントルメン 柚木麻子著 文藝春秋 日本文芸書 4/6

25 不屈の達磨　社長の椅子は誰のもの 安生正著 角川春樹事務所 日本文芸書 4/13

26 宗歩の角行 谷津矢車著 光文社 日本文芸書 4/18

27 名探偵は誰だ 芦辺拓著 光文社 日本文芸書 4/18

28 流転　 ( 越境捜査９／シリーズ最終巻) 笹本稜平著 双葉社 日本文芸書 4/19

29 沈みかけの船より、愛をこめて 乙一著/中田永一著/山白朝子著/安達寛高著朝日新聞出版 日本文芸書 4/28

30 逆転のアリバイ　刑事花房京子（仮） 香納諒一著 光文社 日本文芸書 4/18

31 スクイッド荘の殺人 東川篤哉著 光文社 日本文芸書 4/18

32 今日を楽しく生きる　「寂庵だより」２００７－１９９８年より 瀬戸内寂聴著 祥伝社 日本文芸書 4/27

33 二重らせんのスイッチ 辻堂ゆめ著 祥伝社 日本文芸書 4/13

34 泣き虫先生 ねじめ正一著 新日本出版社 日本文芸書 4/6

35 にごりの月に誘われ 本城雅人著 東京創元社 日本文芸書 4/15

36 情熱の砂を踏む女 下村敦史著 徳間書店 日本文芸書 4/26

37 小さき王たち　第１部　濁流 堂場瞬一著 早川書房 日本文芸書 4/19

38 渚の螢火 坂上泉著 双葉社 日本文芸書 4/19

39 雌犬　Ｌａ　ｐｅｒｒａ ※２０１８年度コロンビア・ビブリオテカ小説賞、２０１９年度英国ＰＥＮ翻訳賞受賞作品ピラール・キンタナ著/村岡直子訳国書刊行会 外国文芸書 4/上

40 ガーナに消えた男 ( ハヤカワ・ミステリ)  ※２０２０年度シェイマス賞受賞作品クワイ・クァーティ著/渡辺義久訳早川書房 外国文芸書 4/4

41 黄金虫変奏曲 リチャード・パワーズ著/森慎一郎訳/若島正訳みすず書房 外国文芸書 4/8

42 すべての月、すべての年　ルシア・ベルリン作品集 ルシア・ベルリン著/岸本佐知子訳講談社 外国文芸書 4/20

43 最後の大君 スコット・フィッツジェラルド著/村上春樹訳中央公論新社 外国文芸書 4/5

44 あの図書館の彼女たち ジャネット・スケスリン・チャールズ著/髙山祥子訳東京創元社 外国文芸書 4/15

45 印（サイン） アーナルデュル・インドリダソン著/柳沢由実子訳東京創元社 外国文芸書 5/10

46 シャギー・ベイン ※２０２０年度ブッカー賞受賞作品ダグラス・スチュアート著/黒原敏行訳早川書房 外国文芸書 4/19

47 はじめての実用おりがみ　季節と暮らしを大切にしたい（仮） 小林一夫監修 朝日新聞出版 くらしの実用書 4/18

48 生クリーム・バターなしだから軽やか！　ふとらないクリームのお菓子( 料理の本棚 ) 茨木くみ子著 インプレス くらしの実用書 4/8

49 プロ級のパンが家庭で焼ける　本格パン作り大全 松尾美香著 世界文化社 くらしの実用書 4/18

50 人生が変わる　紙片づけ！ 石阪京子著 ダイヤモンド社 くらしの実用書 4/19

51 おうちでできる 世界のおそうざい 荻野恭子著 河出書房新社 くらしの実用書 4/21

52 石原洋子の 梅干し 梅酒　梅料理 石原洋子著 主婦と生活社 くらしの実用書 4/20

53 きれいに作れる帽子 赤峰清香監修 主婦と生活社 くらしの実用書 4/20

54 今日のうどん 満留邦子著 成美堂出版 くらしの実用書 4/25

55 比べて丸わかり！　会計の用語図鑑 石川和男著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ビジネス・くらしの経済5/2

56 このままで大丈夫なの？ 教えてください。 私の老後　私の年金　 長尾義弘著 河出書房新社 ビジネス・くらしの経済4/20

57 ＹｏｕＴｕｂｅ企業動画担当になったら これだけは知りたいマーケティング＆プロデュースの基本               押切孝雄著 技術評論社 ビジネス・くらしの経済4/19

58 トランスジェンダー当事者が教える　ＬＧBＴを部下に持ったら読む本 出口稀一著 自由国民社 ビジネス・くらしの経済4/26

59 建築ってなんだ？ 中山繁信著/篠崎健一著/松下希和著/柿沼整三ほか著オーム社 すまい・住宅・建築 4/6

60 宿根草で手間いらず　一年中美しい小さな庭づくり 阿部容子監修 西東社 すまい・住宅・建築 4/21

61 日本建築を作った職人たち　寺社・内裏の技術伝承 浜島一成著 吉川弘文館 すまい・住宅・建築 4/27

62 甲状腺の病気といわれたら　バセドウ病・橋本病・甲状腺腫瘍( 病気がわかる本 ) 西川光重編著/赤水尚史編著/宮内昭監修ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学 4/15
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63 今日から減酒！　お酒を減らすと人生がみえてくる 倉持穣著 主婦の友社 健康と家庭の医学 4/28

64 「目」のトリセツ 杉田美由紀監修 主婦の友社 健康と家庭の医学 4/14

65 がんサバイバーのための皮膚障害セルフケアブック 日本がんサポーティブケア学会編著/Ｏｎｃｏｄｅｒｍａｔｏｌｏｇｙ部会編著小学館 健康と家庭の医学 4/18

66 ウルトラ図解　骨粗鬆症 ( オールカラー家庭の医学) 竹内靖博著 法研 健康と家庭の医学 4/13

67 Ｑ＆Ａ　離婚・再婚家族と子どもを知るための基礎知識 当事者から心理・福祉・法律分野の実務家まで　　　　　　　　　 村尾泰弘編著 明石書店 教育と福祉 4/11

68 完全図解　介護に必要な 医療と薬の全知識 ( 介護ライブラリー ) 三好春樹監修/長尾和宏監修講談社 教育と福祉 4/19

69 寝る前１０秒　子どもの姿勢ピン！ポーズ 西村猛著 主婦の友社 教育と福祉 4/19

70 大切な人を亡くした人の気持ちがわかる本　悲嘆の淵にいる人への理解と対応高橋聡美著 法研 教育と福祉 4/13

71 法律大百科事典　仕事で使う用語・ルール・条文１００ 千葉博著 翔泳社 くらしの法律 4/20

72 ピリカ　チカッポ　知里幸恵とアイヌ神謡集 石村博子著 岩波書店 歴史と紀行 4/27

73 日本の合戦　解剖図鑑　 本郷和人監修 エクスナレッジ 歴史と紀行 4/21

74 一冊でわかるブラジル史 ( 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 4/25

75 船旅の文化誌 富田昭次著 青弓社 歴史と紀行 4/25

76 宮廷女性の戦国史 神田裕理著 山川出版社 歴史と紀行 4/18

77 明治開業～現在　鉄道路線をくらべて楽しむ地図帳 寺本光照著 山川出版社 歴史と紀行 4/26

78 ＮＨＫ俳句　厨に暮らす　語り継ぎたい台所の季語 宇多喜代子著 ＮＨＫ出版 日本の文化 4/26

79 闇で味わう日本文学　失われた闇と月を求めて 中野純著 笠間書院 日本の文化 4/21

80 あたらしい洋食器の教科書　美術様式と世界史から楽しくわかる陶磁器の世界　　　　　 加納亜美子著/玄馬絵美子著翔泳社 世界の文化 4/14

81 ツツジの文化誌 ( 花と木の図書館 ) リチャード・ミルン著/竹田円訳原書房 世界の文化 4/20

82 世界少子化考 毎日新聞取材班著毎日新聞出版 現代社会 4/13

83 紛争地のポートレート　「国境なき医師団」看護師が出会った人々 白川優子著 集英社 現代社会 4/22

84 マイホーム山谷 ※第２８回小学館ノンフィクション大賞受賞作品末並俊司著 小学館 現代社会 4/22

85 元素のふるさと図鑑　ハイテク文明を支えるメタルの源流をたずねて（仮）西山孝著 化学同人 サイエンス 5/12

86 世界はこうしてできている　美しい物理のしくみ 川村康文監修 西東社 サイエンス 4/5

87 日本人なら知っておきたい　世界が驚く日本のすごい科学と技術 左巻健男編著 笠間書院 テクノロジー 4/21

88 よくわかる電気 佐々木一平著/磯谷祥之著自由国民社 テクノロジー 4/22

89 大英博物館所蔵 未発表版下絵　葛飾北斎　万物絵本大全 Timothy･Clark著/樋口一貴監訳/長井裕子訳/村瀬可奈訳朝日新聞出版 芸術・スポーツ 4/21

90 西洋美術は彫刻抜きには語れない　教養としての彫刻の見方 堀越啓著 翔泳社 芸術・スポーツ 4/20

91 美術作品の修復保存入門 宮津大輔著 青幻舎 芸術・スポーツ 4/下

92 オペラのひみつ　見かた・楽しみかたがわかる本　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合芸術の魅力超入門岸純信監修 メイツユニバーサルコンテンツ芸術・スポーツ 4/27

93 将棋のひみつ　見かた・楽しみかたがわかる本　 　　　　　　　　　　　　　　　　知るほど面白い棋界超入門羽生善治監修 メイツユニバーサルコンテンツ芸術・スポーツ 4/14

94 攻撃される知識の歴史　なぜ図書館とアーカイブは破壊され続けるのか　　　　 リチャード・オーベンデン著/五十嵐加奈子訳柏書房 ライブラリアン 4/22

95 １００年後も読み継がれる　児童文学の書き方 村山早紀著 リットーミュージック（発売）／立東舎（発行）ライブラリアン 4/20

96 おいなりさん もとしたいづみ文/中川学絵アリス館 児童読み物 4/18

97 おとうさんのぼり くすのきしげのり作/北村裕花絵学研プラス 児童読み物 4/12

98 りりかさんのぬいぐるみ診療所　わたしのねこちゃん( わくわくライブラリー) かんのゆうこ作/北見葉胡絵講談社 児童読み物 4/26

99 わたあめ ( 講談社の創作絵本) 近藤未奈作 講談社 児童読み物 4/19

100 きょうりゅうバスで　としょかんへ リウ・スーユワン文/リン・シャオペイ絵/石田稔訳世界文化社 児童読み物 4/11

101 なきむし せいとく　沖縄戦に巻き込まれた少年の物語( 童心社の絵本 ) たじまゆきひこ作童心社 児童読み物 4/20

102 おとうとが おおきくなったら ソフィー・ラグーナ文/ジュディ・ワトソン絵/当麻ゆか訳徳間書店 児童読み物 4/15

103 いのちの水　ブルガリアの昔話 ( 世界傑作絵本シリーズ) 八百板洋子再話/ベネリン・バルカノフ絵福音館書店 児童読み物 4/13

104 ヤングさんのオーケストラ ( ポプラ社の絵本 ) なかえよしを作/小池敏彦絵ポプラ社 児童読み物 4/4

105 ないしょの五日間 ( カメレオンのレオン３) 岡田淳作 偕成社 児童読み物 4/27

106 た 田島征三作 佼成出版社 児童読み物 4/22

107 学校のおばけずかん　ハイ！ 斉藤洋作/宮本えつよし絵講談社 児童読み物 4/上

108 せかいのくにで　いただきます！ ( 講談社の創作絵本) 野村たかあき作・絵講談社 児童読み物 4/26

109 トントンとリッキの かいぞくせん ( どうわがいっぱい) やえがしなおこ作/松成真理子絵講談社 児童読み物 4/12

110 病院図書館の青と空 令丈ヒロ子作 講談社 児童読み物 4/11

111 わたしは　いいこ？ えがしらみちこ作 小学館 児童読み物 4/18

112 すずばあちゃんのおくりもの 最上一平文/黒井健絵新日本出版社 児童読み物 4/6

113 スサノオとオオナムチ 飯野和好文・絵 パイインターナショナル児童読み物 4/14

114 あっちもこっちも この世はもれなく ( みちくさパレット ) いとうみく作/ころりよ絵ＰＨＰ研究所 児童読み物 4/12

115 ライラックどおりのおひるごはん　みんなでたべたい せかいのレシピ フェリシタ・サラ作/石津ちひろ訳ＢＬ出版 児童読み物 4/18

116 えんどうまめばあさんと そらまめじいさんの　いそがしい毎日( 日本傑作絵本シリーズ) 松岡享子原案・文/降矢なな文・絵福音館書店 児童読み物 4/6

117 お祭りが大好き　パヤベくん ( 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4/5

118 調べるって、おもしろい！！　マンガでわかる小学生の調べる学習ガイド 図書館振興財団監修/岩崎書店編集部編著岩崎書店 児童ノンフィクション4/27

119 こちらムシムシ新聞社　ギタイは天敵がつくる？ 三輪一雄作・絵 偕成社 児童ノンフィクション4/25

120 ひとりで焼けたよ！　はじめての子どもパン教室 吉永麻衣子著 主婦の友社 児童ノンフィクション4/26

121 へんしん　すがたをかえるイモムシ 桃山鈴子作/井上大成監修・解説福音館書店 児童ノンフィクション4/20

122 これならわかる！　ＳＤＧｓのターゲット１６９徹底解説 稲葉茂勝著/渡邉優著ポプラ社 児童ノンフィクション4/8

123 みんなが知りたい！　日本の山のすべて　全国の名山を地質から動植物まで解説              　 「日本の山のすべて」編集室著メイツユニバーサルコンテンツ児童ノンフィクション4/28

124 はっこう（発酵）　地球は微生物でいっぱい 小川忠博写真・文/横山和成監修あすなろ書房 児童ノンフィクション4/下
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125 今日は選挙の日。（仮） 塚本やすし作/東京都選挙管理委員会協力汐文社 児童ノンフィクション5/上

126 エネルギーって何だろう？　持続可能な地球のために考えよう( 楽しい調べ学習シリーズ) 小池康郎監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション4/12

127 みんなが知りたい！　プランクトンのふしぎ　水中で暮らす微生物の特徴と魅力がわかる　　　　　　　　 「プランクトンのふしぎ」編集室著メイツユニバーサルコンテンツ児童ノンフィクション4/28

128 １０歳からの 学校では教えてくれない　健康とからだ 野口緑監修 池田書店 ヤングアダルト 4/14

129 短歌部、ただいま部員募集中！ ( 岩波ジュニアスタートブックス) 小島なお著/千葉聡著岩波書店 ヤングアダルト 4/8

130 ソノリティ　はじまりのうた 佐藤いつ子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ヤングアダルト 4/18

131 ビジュアル版　世界の人物 大年表 定延由紀訳/李聖美訳/中村佐千江訳/伊藤理子訳創元社 ヤングアダルト 4/13

132 目で見ることばで 話をさせて ※２０２１年度シュナイダー・ファミリーブック賞受賞作品アン・クレア・レゾット作/横山和江訳岩波書店 ヤングアダルト 4/12

133 マスクと黒板 濱野京子作 講談社 ヤングアダルト 4/19

134 学校では教えてくれない　生きるために必要な「法律」のはなし（仮） 志賀野歩人監修/木村真実監修/高橋麻理監修/青木美佳監修ナツメ社 ヤングアダルト 4/26


