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1 この世の真実が見えてくる ( 井上ひさし発掘エッセイ・セレクション２期 第１巻) 井上ひさし著 岩波書店 日本文芸書 5/17

2 ダンシング玉入れ 中山可穂著 河出書房新社 日本文芸書 5/20

3 ウェルカム・ホーム！ 丸山正樹著 幻冬舎 日本文芸書 5/23

4 茜さす日に噓を隠して 真下みこと著 講談社 日本文芸書 6/7

5 猫弁と幽霊屋敷 大山淳子著 講談社 日本文芸書 5/23

6 レーテーの大河 斉藤詠一著 講談社 日本文芸書 5/23

7 さざなみの彼方 佐藤雫著 集英社 日本文芸書 5/24

8 やりなおし世界文学 津村記久子著 新潮社 日本文芸書 5/30

9 ９９年、ありのままに生きて 瀬戸内寂聴著 中央公論新社 日本文芸書 5/6

10 高く翔べ　快商・紀伊国屋文左衛門 吉川永青著 中央公論新社 日本文芸書 5/19

11 隠し女小春 辻原登著 文藝春秋 日本文芸書 5/9

12 孤剣の涯て 木下昌輝著 文藝春秋 日本文芸書 5/6

13 属国の銃弾 永瀬隼介著 文藝春秋 日本文芸書 5/6

14 スパイコードＷ 福田和代著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 5/26

15 棘の家 中山七里著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 5/27

16 くるまの娘 宇佐見りん著 河出書房新社 日本文芸書 5/10

17 まっとうな人生 絲山秋子著 河出書房新社 日本文芸書 5/17

18 情事と事情 小手鞠るい著 幻冬舎 日本文芸書 5/23

19 青く滲んだ月の行方 青羽悠著 講談社 日本文芸書 6/7

20 あきらめません！ 垣谷美雨著 講談社 日本文芸書 5/23

21 忍者に結婚は難しい 横関大著 講談社 日本文芸書 5/30

22 奇跡集 小野寺史宜著 集英社 日本文芸書 5/24

23 今日は、これをしました 群ようこ著 集英社 日本文芸書 5/24

24 朽ちゆく庭 伊岡瞬著 集英社 日本文芸書 6/1

25 空をこえて七星のかなた 加納朋子著 集英社 日本文芸書 5/24

26 宙（ソラ）ごはん 町田そのこ著 小学館 日本文芸書 5/25

27 パパイヤ・ママイヤ 乗代雄介著 小学館 日本文芸書 5/9

28 孤蝶の城 桜木紫乃著 新潮社 日本文芸書 5/16

29 広重ぶるう 梶よう子著 新潮社 日本文芸書 5/30

30 化物園 恒川光太郎著 中央公論新社 日本文芸書 5/19

31 雨滴は続く 西村賢太著 文藝春秋 日本文芸書 5/23

32 戴天 千葉ともこ著 文藝春秋 日本文芸書 5/6

33 夜に星を放つ 窪美澄著 文藝春秋 日本文芸書 5/20

34 入れ子細工の夜（仮） 阿津川辰海著 光文社 日本文芸書 5/23

35 残心　凛の弦音（ツルネ） 我孫子武丸著 光文社 日本文芸書 5/23

36 死神と天使の円舞曲（ワルツ） 知念実希人著 光文社 日本文芸書 5/23

37 イーヴィル・デッド　駄菓子屋ファウストの悪魔 七尾与史著 実業之日本社 日本文芸書 5/17

38 馬鹿みたいな話！　昭和３６年のミステリ 辻真先著 東京創元社 日本文芸書 5/27

39 氷の致死量 櫛木理宇著 早川書房 日本文芸書 5/9

40 エクアドール 滝沢志郎著 双葉社 日本文芸書 5/17

41 俺ではない炎上 浅倉秋成著 双葉社 日本文芸書 5/17

42 鎮魂 染井為人著 双葉社 日本文芸書 5/17

43 夏鳥たちのとまり木 奥田亜希子著 双葉社 日本文芸書 5/17

44 南蛮の絆　多聞と龍之進 大村友貴美著 双葉社 日本文芸書 5/17

45 〈磯貝探偵事務所〉からの御挨拶（仮） 小路幸也著 光文社 日本文芸書 5/23

46 一心同体だった 山内マリコ著 光文社 日本文芸書 5/23

47 石礫　機捜２３５ 今野敏著 光文社 日本文芸書 5/23

48 捨てることから始まる　「寂庵だより」１９９７－１９８７年より 瀬戸内寂聴著 祥伝社 日本文芸書 5/31

49 よろずを引くもの　お蔦さんの神楽坂日記 西條奈加著 東京創元社 日本文芸書 5/27

50 子宝船　きたきた捕物帖２ 宮部みゆき著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 5/24

51 任侠ショコラティエ 新堂冬樹著 双葉社 日本文芸書 5/17

52 とあるひととき　作家の朝、夕暮れ、午後十一時 花王プラザ編 平凡社 日本文芸書 5/25

53 パープル・ハイビスカス チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ著/くぼたのぞみ訳河出書房新社 外国文芸書 5/18

54 リャマサーレス短篇集 フリオ・リャマサーレス著/木村榮一訳河出書房新社 外国文芸書 5/25

55 ル・クレジオ、文学と書物への愛を語る ル・クレジオ著/鈴木雅生訳作品社 外国文芸書 6/上

56 メアリ・ヴェントゥーラと第九王国　シルヴィア・プラス短篇集 シルヴィア・プラス著/柴田元幸訳集英社 外国文芸書 5/24

57 吸血鬼ラスヴァン　英米古典吸血鬼小説傑作集
Ｇ・Ｇ・バイロン著
/Ｊ・Ｗ・ポリドリ

東京創元社 外国文芸書 5/27

58 夜の少年 ※２０２０年度高校生が選ぶフェミナ賞受賞作品ローラン・プティマンジャン著/松本百合子訳早川書房 外国文芸書 5/23

59 アウシュヴィッツのお針子 ルーシー・アドリントン著/宇丹貴代実訳河出書房新社 外国文芸書 5/25

60 もう行かなくては イーユン・リー著/篠森ゆりこ訳河出書房新社 外国文芸書 5/16

61 呼び出し
ヘルタ・ミュラー
著/小黒康正訳/

三修社 外国文芸書 5/31

62 リリアンと燃える双子の終わらない夏 ケヴィン・ウィルソン著/芹澤恵訳集英社 外国文芸書 6/1
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63 ごみを出さない気持ちのいい暮らし 山戸ユカ著/高砂雅美著/中野暁野著/按田優子ほか著家の光協会 くらしの実用書 6/14

64 「また作って！」と言われる　おかわりおかず 上島亜紀著 池田書店 くらしの実用書 5/17

65 毎日食べて体すっきり　野菜の酢漬けと展開レシピ( 料理の本棚 ) 野口真紀著 インプレス くらしの実用書 5/18

66 子育て世代のための　快適移住マニュアル 知っておきたい、田舎でできる仕事・お金・子育て・地域のおつきあい   金丸知弘著 誠文堂新光社 くらしの実用書 5/9

67 新幹線と特急の刺しゅう　７つのステッチでつくる 速い電車の図案集 ささきみえこ著 誠文堂新光社 くらしの実用書 5/10

68 時期別・症状別に引ける！　妊娠中のおいしい食事＆栄養 杉本光弘監修/新谷友里江料理ナツメ社 くらしの実用書 5/16

69 毎日おいしい びん詰め　ストック調味料 ストックそうざい サルボ恭子著 文化出版局 くらしの実用書 5/30

70 薬学博士が教える　手づくり野草茶レシピ 中山智津子著 山と溪谷社 くらしの実用書 5/16

71 和食ではじめる体質改善　アトピーっ子の安心ごはん 渡辺雅美著/佐藤美津子監修家の光協会 くらしの実用書 6/14

72 和ハーブのある暮らし 平川美鶴著 エクスナレッジ くらしの実用書 5/27

73 かぎ針編み 刺しゅう糸で編む　昆虫図鑑 日本ヴォーグ社 くらしの実用書 5/27

74 家族みんなの じんべい＆ゆかた ( レディブティックシリーズ) クライ・ムキ著 ブティック社 くらしの実用書 5/27

75 うまみがギュッ！ 干すだけ簡単　はじめてのドライフード ＣＡＭＭＯＣ著 山と溪谷社 くらしの実用書 5/13

76 図解即戦力　自動車産業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ＧＢ自動車業界研究会著/飯塚昭三監修/遠藤徹監修技術評論社 ビジネス・くらしの経済5/19

77 人が集まる！　求人票実例集　１６０職種　そのまま使える文例と解説　　　　　　　　　　　　　　　　五十川将史著 誠文堂新光社 ビジネス・くらしの経済5/6

78 病気と害虫を防ぐ ( ＮＨＫ趣味の園芸　１２か月栽培ナビＤｏ) 草間祐輔著 ＮＨＫ出版 すまい・住宅・建築 5/16

79 農家が教える　農家の土木　バックホーを使いこなす　道路・水路・田んぼを直す　豪雨に備える　　　 農文協編 農山漁村文化協会すまい・住宅・建築 5/19

80 家族がうつになったら 下山晴彦監修/中嶋義文監修池田書店 健康と家庭の医学 5/17

81 民間療法は本当に効くのか　補完代替療法に惑わされないためのヘルスリテラシー( ＤＯＪＩＮ選書 ) 大野智著 化学同人 健康と家庭の医学 6/8

82 運動未満で体はととのう　人生の９割体調悪いあなたへ 長島康之著 主婦の友社 健康と家庭の医学 5/17

83 ウルトラ図解　乾癬 朝比奈昭彦著 法研 健康と家庭の医学 6/10

84 音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む プリキュアからピカチュウ、おっけーぐるぐるまで　　　　　 川原繁人著 朝日出版社 教育と福祉 5/24

85 子どものための居場所論　異なることが豊かさになる 阿比留久美著 かもがわ出版 教育と福祉 5/6

86 地域で取り組む外国人の子育て支援　自治体・関係機関連携の課題と実践　　　　　　　　　　 南野奈津子編著 ぎょうせい 教育と福祉 5/下

87 図解でわかる　障害福祉サービス 二本柳覚著 中央法規出版 教育と福祉 5/上

88 一緒に生きる　親子の風景 東直子著/塩川いづみ画福音館書店 教育と福祉 5/18

89 子どもが幸せになるための 別居・離婚・面会交流のすべて（仮） ＣＡＦＩＣ子ども・おとな・家族の総合相談池袋カウンセリングルーム監修自由国民社 くらしの法律 5/17

90 教養としての　会社法入門 柴田和史著 日本実業出版社 くらしの法律 5/11

91 世界の憲法・日本の憲法　比較憲法入門 新井誠編/上田健介編有斐閣 くらしの法律 6/上

92 国境で読み解くヨーロッパ　境界の地理紀行 加賀美雅弘著 朝倉書店 歴史と紀行 5/上

93 日本の英文法ができるまで 斎藤浩一著 研究社 歴史と紀行 5/20

94 緯度を測った男たち　18世紀、世界初の国際科学遠征隊の記録　　　 ニコラス・クレーン著/上京恵訳原書房 歴史と紀行 5/24

95 帝国の崩壊　上　歴史上の超大国はなぜ滅びたか 大村幸弘編/鈴木董ほか編山川出版社 歴史と紀行 5/19

96 帝国の崩壊　下　歴史上の超大国はなぜ滅びたか 大村幸弘編/鈴木董ほか編山川出版社 歴史と紀行 5/19

97 平安貴族サバイバル 木村朗子著 笠間書院 日本の文化 5/24

98 日本書紀の鳥 ( 学術選書 ) 山岸哲著/宮澤豊穂著京都大学学術出版会日本の文化 5/12

99 失われゆく娯楽の図鑑 藤木ＴＤＣ監修 グラフィック社 日本の文化 5/2

100 地魚の文化誌　魚食をめぐる人の営み 太田雅士著 創元社 日本の文化 5/24

101 絵巻で読む方丈記 鴨長明著/田中幸江訳注東京美術 日本の文化 5/下

102 古代ワインの謎を追う ワインの起源と幻の味をめぐるサイエンス・ツアー　　　 ケヴィン・ベゴス著/矢沢聖子訳原書房 世界の文化 5/24

103 ポルノ被害の声を聞く　デジタル性暴力と＃ＭｅＴｏｏ ぱっぷす編 岩波書店 現代社会 5/17

104 ミャンマー　民主化を問い直す　ポピュリズムを越えて( ＮＨＫブックス　 ) 山口健介著 ＮＨＫ出版 現代社会 5/24

105 自治会・町内会負担軽減＆ＩＴ活用事例ブック　めざせ、担い手不足解消！水津陽子著 実業之日本社 現代社会 5/31

106 デマの影響力　なぜデマは真実よりも速く、広く、力強く伝わるのか？ シナン・アラル著/夏目大訳ダイヤモンド社 現代社会 6/7

107 地図とデータで見る　グローバリゼーションの世界ハンドブック ロラン・カルルエ著/土居佳代子訳原書房 現代社会 5/24

108 スポーツ毒親　暴力・性虐待になぜわが子を差し出すのか 島沢優子著 文藝春秋 現代社会 5/10

109 図説　日本の風　人々の暮らしと関わる５０の風 真木太一編 朝倉書店 サイエンス 5/31

110 寝ても覚めてもアザラシ救助隊 岡崎雅子著 実業之日本社 サイエンス 5/31

111 富士山測候所のはなし　日本で一番高いところでの大気観測（仮） 佐々木一哉編著 成山堂書店 サイエンス 6/中

112 ダマして生きのびる　虫の擬態 海野和男写真・文 草思社 サイエンス 5/30

113 ネコひねり問題を超一流の科学者たちが全力で考えてみた ネコの空中立ち直り反射という驚くべき謎に迫る　　　　 グレゴリー・Ｊ・グバー著/水谷淳訳ダイヤモンド社 サイエンス 5/31

114 虫のオスとメス、見分けられますか？ 森上信夫著 ベレ出版 サイエンス 5/23

115 皮膚、人間のすべてを語る　万能の臓器と巡る１０章 モンティ・ライマン著/塩﨑香織訳みすず書房 サイエンス 5/9

116 ウソをつく生きものたち 森由民著/村田浩一監修緑書房 サイエンス 5/12

117 図解即戦力　ネットワークのしくみと技術がこれ１冊でしっかりわかる本 中尾真二著 技術評論社 テクノロジー 5/16

118 スピーカー技術の１００年　４　新素材と新技術による音質の追求 佐伯多門著 誠文堂新光社 テクノロジー 5/9

119 映画脚本の教科書 プロが教えるシナリオのコツ　心得・法則・アイデア・分析　　　 衣笠竜屯監修 メイツユニバーサルコンテンツ芸術・スポーツ 5/20

120 大人のための ヴァイオリン上達バイブル 基本の見直しから応用テクニックまで　　　　 上田眞仁監修 メイツユニバーサルコンテンツ芸術・スポーツ 6/中

121 稀書探訪 鹿島茂著 平凡社 ライブラリアン 5/25

122 小泉八雲 ( 別冊太陽　日本のこころ) 池田雅之著 平凡社 ライブラリアン 5/25

123 図書館で使えるレファレンスツール（仮） ( ライブラリーぶっくす) 小曽川真貴著 勉誠出版 ライブラリアン 5/

124 プールのくまのこ 種村有希子作 アリス館 児童読み物 5/13
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125 ソロ沼のものがたり 舘野鴻作 岩波書店 児童読み物 5/26

126 さかなくん しおたにまみこ作・絵偕成社 児童読み物 5/9

127 ２ひきのカエル　そのぼうきれ、どうすんだ？ クリス・ウォーメル作・絵/はたこうしろう訳徳間書店 児童読み物 5/19

128 しっかりママにつかまって！　ボルネオ島のおはなし 市川里美作 ＢＬ出版 児童読み物 5/31

129 なみのむこうに ブリッタ・テッケントラップ作/三原泉訳ＢＬ出版 児童読み物 6/中

130 はりねずみのノート屋さん ( 福音館創作童話シリーズ) ななもりさちこ作/たかおゆうこ絵福音館書店 児童読み物 5/18

131 新月の子どもたち 斉藤倫作/花松あゆみ画ブロンズ新社 児童読み物 5/31

132 ピヤキのママ ペク・ヒナ作/長谷川義史訳ブロンズ新社 児童読み物 5/17

133 つきをなくしたクマくん 谷口智則作 文溪堂 児童読み物 5/中

134 ことばコレクター ピーター・レイノルズ作/なかがわちひろ訳ほるぷ出版 児童読み物 5/10

135 ヌラリヒョン・パパにまかせなさい！　ドロロン村のなかまたち 富安陽子作/山村浩二絵理論社 児童読み物 5/16

136 新ドリトル先生物語　ドリトル先生、ガラパゴスを救う　 福岡伸一著 朝日新聞出版 児童読み物 6/3

137 戦争をやめた人たち　１９１４年のクリスマス休戦 鈴木まもる文・絵 あすなろ書房 児童読み物 5/18

138 ねこのこね 石津ちひろ文/おくはらゆめ絵アリス館 児童読み物 5/13

139 ぼうやは　どこ？ ※セオドア・スース・ガイゼル賞2021オナー受賞作品アン・ハンター作/橋本あゆみ訳化学同人 児童読み物 5/13

140 ジェニーのぼうし エズラ・ジャック・キーツ作/石津ちひろ訳好学社 児童読み物 5/11

141 あそび室の日曜日　町長さんのアイドルコンテスト ( わくわくライブラリー) 村上しいこ作/田中六大絵講談社 児童読み物 5/24

142 たぶんみんなは知らないこと 福田隆浩著/しんやゆうこイラスト講談社 児童読み物 5/24

143 あるひ くじらが やってきた ニック・ブランド作/なかがわちひろ訳小学館 児童読み物 5/16

144 十年屋　６　見習いのお時間です 廣嶋玲子作/佐竹美保絵静山社 児童読み物 5/10

145 おふろのなかのジャングルたんけん ( 絵本・こどものひろば) まつおかたつひで作・絵童心社 児童読み物 5/30

146 おもちゃ屋のねこ リンダ・ニューベリー作/くらはしれい絵/田中薫子訳徳間書店 児童読み物 5/19

147 かえるのほんや ( ＰＨＰわたしのえほん) やぎたみこ作・絵 ＰＨＰ研究所 児童読み物 5/16

148 いい一日ってなあに？ ミーシャ・アーチャー作/石津ちひろ訳ＢＬ出版 児童読み物 6/10

149 本おじさんのまちかど図書館 ( ものがたりの庭 ) ウマ・クリシュナズワミー作/川原瑞丸絵/長友恵子訳フレーベル館 児童読み物 5/20

150 戦争が町にやってくる ※２０１５年度ボローニャ・ラガッツィ賞受賞作品ロマナ・ロマニーシン作/アンドリー・レシヴ作/金原瑞人訳ブロンズ新社 児童読み物 6/1

151 かみさまのベビーシッター　ライバルはあかちゃん！ 廣嶋玲子作/木村いこ絵理論社 児童読み物 5/16

152 子どもの手芸レッスンＢＯＯＫ　２ 松村忍監修 朝日新聞出版 児童ノンフィクション6/中

153 ことばで遊ぼう！！　ことばあそび大図鑑 青山由紀監修 国土社 児童ノンフィクション5/16

154 星座と神話大じてん 永田美絵著 成美堂出版 児童ノンフィクション5/20

155 小学生のための　はじめてのクラシック音楽 知っておきたい基本を楽しく学べる　　　　　　　　　　　　　 「子どもとクラシック音楽」研究会編メイツユニバーサルコンテンツ児童ノンフィクション5/27

156 世界の市場（仮） マリア・ヴァカレア文/アンナ・デスニツカヤ絵/岡根谷実里訳河出書房新社 児童ノンフィクション5/25

157 寝るのが楽しくなる　睡眠のひみつ
ヴィッキー・ウッ
ドゲート文・絵/

創元社 児童ノンフィクション5/24

158 高齢者を知ろう！　脳と体の変化から接し方まで ( 楽しい調べ学習シリーズ) 平松類監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション5/16

159 １４歳から考えたい　ナチ・ドイツ ジェーン・キャプラン著/藤井美佐子訳すばる舎 ヤングアダルト 5/23

160 １８歳成人になる前に学ぶ　契約とお金の基本ルール　 消費者教育支援センター監修 旬報社 ヤングアダルト 5/25

161 恋愛問題は止まらない 吉野万理子作 小学館 ヤングアダルト 5/16

162 桃太郎は嫁探しに行ったのか？ 倉持よつば著 新日本出版社 ヤングアダルト 5/10

163 １３歳からの著作権　正しく使う・作る・発信するための　「権利」とのつきあい方がわかる本　 久保田裕監修 メイツユニバーサルコンテンツヤングアダルト 5/27

164 １３歳からの差がつく読書術 心にささる１冊と出会える本　今だから読みたい＆将来に役立つ２００冊大居雄一著 メイツユニバーサルコンテンツヤングアダルト 5/30


