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1 客席のわたしたちを圧倒する ( 井上ひさし発掘エッセイ・セレクション２期 第２巻) 井上ひさし著 岩波書店 日本文芸書 6/16

2 あさとほ 新名智著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 6/29

3 学園の魔王様と村人Ａの事件簿 織守きょうや著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 6/27

4 箱庭の巡礼者たち 恒川光太郎著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 6/30

5 たんぽぽ球場の決戦 越谷オサム著 幻冬舎 日本文芸書 6/20

6 短篇七芒星 舞城王太郎著 講談社 日本文芸書 6/28

7 レペゼン母 ※第１６回小説現代長編新人賞受賞作品宇野碧著 講談社 日本文芸書 6/27

8 地図と拳 小川哲著 集英社 日本文芸書 6/22

9 はぐれ鴉 赤神諒著 集英社 日本文芸書 7/1

10 さんず 降田天著 小学館 日本文芸書 6/8

11 怪談小説という名の小説怪談 澤村伊智著 新潮社 日本文芸書 6/28

12 飛び立つ季節　旅のつばくろ 沢木耕太郎著 新潮社 日本文芸書 6/28

13 ＃真相をお話しします 結城真一郎著 新潮社 日本文芸書 6/28

14 ブロッコリー・レボリューション ※第３５回三島由紀夫賞受賞作品岡田利規著 新潮社 日本文芸書 6/28

15 殺し屋の息子 永瀬隼介著 中央公論新社 日本文芸書 6/17

16 任侠楽団 今野敏著 中央公論新社 日本文芸書 6/17

17 Ｎ／Ａ ※第１２７回文学界新人賞受賞作品年森瑛著 文藝春秋 日本文芸書 6/20

18 仰天・俳句噺 夢枕獏著 文藝春秋 日本文芸書 6/23

19 筆のみが知る　幽霊絵師火狂 近藤史恵著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 6/28

20 わたしたち 落合恵子著 河出書房新社 日本文芸書 6/24

21 私と街たち（ほぼ自伝） 吉本ばなな著 河出書房新社 日本文芸書 6/14

22 オリーブの実るころ 中島京子著 講談社 日本文芸書 6/20

23 セカンドチャンス 篠田節子著 講談社 日本文芸書 6/27

24 鷹の系譜 堂場瞬一著 講談社 日本文芸書 6/20

25 爆発物処理班の遭遇したスピン 佐藤究著 講談社 日本文芸書 6/27

26 禁猟区 石田衣良著 集英社 日本文芸書 6/22

27 ナゾトキ・ジパング 青柳碧人著 小学館 日本文芸書 6/22

28 道 白石一文著 小学館 日本文芸書 6/24

29 鯉姫婚姻譚 ※日本ファンタジーノベル大賞２０２１大賞受賞作品藍銅ツバメ著 新潮社 日本文芸書 6/28

30 信仰 村田沙耶香著 文藝春秋 日本文芸書 6/6

31 墜落 真山仁著 文藝春秋 日本文芸書 6/24

32 ブータン　世界でいちばん幸せな女の子 阿川佐和子著 文藝春秋 日本文芸書 6/27

33 明日へのペダル 熊谷達也著 ＮＨＫ出版 日本文芸書 6/28

34 駆ける　２　少年騎馬遊撃隊 稲田幸久著 角川春樹事務所 日本文芸書 6/13

35 蒼い水の女 柴田哲孝著 光文社 日本文芸書 6/20

36 無年金者、ちとせの告白 西尾潤著 光文社 日本文芸書 6/20

37 風を彩る怪物 逸木裕著 祥伝社 日本文芸書 6/8

38 揺籃の都　平家物語推理抄 ( ミステリ・フロンティア) 羽生飛鳥著 東京創元社 日本文芸書 6/28

39 ＣＦ 吉村萬壱著 徳間書店 日本文芸書 6/27

40 臼月トウコは擁護（マモ）りたい そえだ信著 早川書房 日本文芸書 6/21

41 あるじなしとて 天津佳之著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 6/8

42 その意図は見えなくて ※第４２回小説推理新人賞受賞作品藤つかさ著 双葉社 日本文芸書 6/20

43 予感 （ある日、どこかのだれかから電話が） 清水杜氏彦著 双葉社 日本文芸書 6/20

44 小さいわたし 益田ミリ著 ポプラ社 日本文芸書 6/13

45 両手にトカレフ ブレイディみかこ著ポプラ社 日本文芸書 6/6

46 揚羽の夢 朱川湊人著 光文社 日本文芸書 6/20

47 姫 花村萬月著 光文社 日本文芸書 6/20

48 カレーの時間 寺地はるな著 実業之日本社 日本文芸書 6/6

49 新宿花園裏交番　ナイトシフト 香納諒一著 祥伝社 日本文芸書 6/8

50 残された人が編む物語 桂望実著 祥伝社 日本文芸書 6/8

51 うまたん　ウマ探偵ルイスの大穴推理 東川篤哉著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 6/8

52 晩秋行 大沢在昌著 双葉社 日本文芸書 6/20

53 その本は 又吉直樹著/ヨシタケシンスケ著  ポプラ社 日本文芸書 7/11

54 夏休みの空欄探し 似鳥鶏著 ポプラ社 日本文芸書 6/20

55 恋ふらむ鳥は 澤田瞳子著 毎日新聞出版 日本文芸書 6/29

56 兎の島 ※２０２０年度アンダルシア批評家賞受賞作品エルビラ・ナバロ著/宮﨑真紀訳国書刊行会 外国文芸書 7/上

57 夏 ( 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 6/28

58 帰りたい（仮） ※ カミーラ・シャムジー著/金原瑞人訳/安納令奈訳白水社 外国文芸書 6/27

59 血を分けた子ども ※ヒューゴー賞、ネビュラ賞、ローカス賞受賞作品オクテイヴィア・Ｅ・バトラー著/藤井光訳河出書房新社 外国文芸書 6/27
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60 ファイナル・ツイスト ジェフリー・ディーヴァー著/池田真紀子訳文藝春秋 外国文芸書 6/29

61 家庭で作れる　東西南北の伝統インド料理 香取薫著 河出書房新社 くらしの実用書 6/20

62 ヴィーガンフード、はじめの一歩！ ｉｉｎａ著 グラフィック社 くらしの実用書 6/6

63 大家族ごはん Ｍａｋｏ著 成美堂出版 くらしの実用書 6/2

64 いちじくのお菓子づくり 今井ようこ著/藤沢かえで著誠文堂新光社 くらしの実用書 6/1

65 発酵食のシンプルレシピ帖　江戸の食卓が教えてくれる 車浮代著 東京書籍 くらしの実用書 6/27

66 楽しくはたらく手作りエプロン ( レディブティックシリーズ) ブティック社 くらしの実用書 6/24

67 チェリーのお菓子 藤野貴子著 文化出版局 くらしの実用書 6/29

68 小麦粉１００、水５０　ＳＵＩＴＯＮ ｍｉｎｏｋａｍｏ著 技術評論社 くらしの実用書 7/5

69 花と器の素敵な合わせ方　12ヶ月の旬の花がわかる図鑑付き 小川典子著 誠文堂新光社 くらしの実用書 6/8

70 いくつになっても　骨は育つ！ 今泉久美著 文化出版局 くらしの実用書 6/29

71 つるんと、のどごしのいいおやつ 中川たま著 文化出版局 くらしの実用書 6/29

72 ミスを最大のチャンスに変える リカバリーの技術 後田良輔著 明日香出版社 ビジネス・くらしの経済 6/9

73 すみません　素人でも仕事の写真を上手に撮影する方法ってないですか？ できればスマホで矢島直美著 インプレス ビジネス・くらしの経済 6/14

74 図解入門 業界研究　最新 音楽業界の動向とカラクリがよくわかる本 山口哲一著 秀和システム ビジネス・くらしの経済 6/27

75 炎上しても大丈夫！　今日から使える企業のネット危機管理マニュアル 小木曽健著 晶文社 ビジネス・くらしの経済 6/24

76 一生安心するための　フリーランスのお金がぜんぶわかる本 関根俊輔監修 新星出版社 ビジネス・くらしの経済 6/9

77 ざっくりわかる 簿記の本 宇田川敏正監修 新星出版社 ビジネス・くらしの経済 6/29

78 経済指標　読み方がわかる事典　日本＆世界の景気を把握し先読みする 森永康平著 日本実業出版社 ビジネス・くらしの経済 6/15

79 うつの人のリワークガイド 五十嵐良雄著 法研 ビジネス・くらしの経済 6/10

80 図解 リノベーション大百科（仮） エクスナレッジ すまい・住宅・建築 6/30

81 イラストで読む 建築　日本の水族館　五十三次 宮沢洋著 青幻舎 すまい・住宅・建築 7/

82 農家が教える　酢とことん活用読本　病害虫・長雨干ばつ・雑草に 農文協編 農山漁村文化協会すまい・住宅・建築 6/17

83 新しい皮膚の教科書　医学的に正しいケアと不調改善 豊田雅彦著 池田書店 健康と家庭の医学 6/13

84 子どもの目を守る本 ( 健康ライブラリーイラスト版) 三木淳司監修 講談社 健康と家庭の医学 6/21

85 肝臓こそすべて　脂肪肝という毒が消えていく 最高の食べ方・生き方（仮） 尾形哲著 新星出版社 健康と家庭の医学 7/13

86 先輩、研究ってどうやるんですか　ストーリーで学ぶ研究のステップ 研究ステップ編集委員会著京都大学学術出版会教育と福祉 6/13

87 「家トレ」のきほん　飽きずに楽しく続けられる！「自分で動ける」を維持するトレーニング( はじめての在宅介護シリーズ) 石田竜生著 翔泳社 教育と福祉 6/9

88 定年後にもう一度大学生になる　一日中学んで過ごしたい人のための「第二の人生」最高の楽しみ方　　　 瀧本哲哉著 ダイヤモンド社 教育と福祉 6/14

89 なぜ、認知症の人は家に帰りたがるのか　脳科学でわかる、ご本人の思いと接し方　　　　 恩蔵絢子著/永島徹著中央法規出版 教育と福祉 6/29

90 いちからわかる 廃棄物処理法　基礎から実践まで 鷺坂長美著 ぎょうせい くらしの法律 6/下

91 調停による円満解決　ケースで語るその魅力 日本調停協会連合会編有斐閣 くらしの法律 6/上

92 ザ・クイーン　エリザベス女王とイギリスが歩んだ１００年 マシュー・デニソン著/実川元子訳カンゼン 歴史と紀行 6/20

93 そもそもお公家さんってなに？ 西村慎太郎著 現代書館 歴史と紀行 7/中

94 田中陽希日記　日本３百名山ひと筆書き 田中陽希著 平凡社 歴史と紀行 6/22

95 地図と写真でみる　半藤一利　昭和史１９４５－１９８９　戦後篇( 別冊太陽スペシャル) 地理情報開発編 平凡社 歴史と紀行 6/24

96 ４７都道府県・博物館百科 可児光生著/草刈清人著/坂本昇著/高田浩二著丸善出版 歴史と紀行 6/29

97 空鉄 　空撮鉄道旅情 吉永陽一著 山と溪谷社 歴史と紀行 6/16

98 知識ゼロからの 日本刀入門 土子民夫監修 幻冬舎 日本の文化 6/20

99 日本水引　結ぶ、祈る、贈る、日本のかたち 長浦ちえ著 誠文堂新光社 日本の文化 6/1

100 あいまい・ぼんやり語辞典 森山卓郎編 東京堂出版 日本の文化 6/24

101 悪魔絵の物語 アリックス・パレ著/冨田章監修/いぶきけい訳グラフィック社 世界の文化 6/6

102 世界の希少言語マップ ゾラン・ニコリッチ著/藤村奈緒美訳日経ＢＰマーケティング世界の文化 6/16

103 図解入門 よくわかる　最新 都市交通の基本と仕組み　新しい街づくりを学ぶ これからの都市計画と公共交通　　　　　 秋山芳弘著/磯部栄介著/阿佐見俊介著/出野市郎ほか著秀和システム 現代社会 6/27

104 なぜデジタル社会は持続不可能なのか　非モノ化世界のパラドクス ギヨーム・ピトロン著/児玉しおり訳原書房 現代社会 6/17

105 わたし生活保護を受けられますか 三木ひとみ著 インプレス 現代社会 7/5

106 世界で一番よくわかる　災害×トイレの本 日本トイレ協会編 柏書房 現代社会 6/23

107 土の中の生き物たちのはなし 島野智之編著/長谷川元洋編著/萩原康夫編著朝倉書店 サイエンス 6/27

108 土砂災害の疑問５５ ( みんなが知りたいシリーズ) 日本応用地質学会災害地質研究部会編成山堂書店 サイエンス 6/中

109 深海学　深海底希少金属と死んだクジラの教え ヘレン・スケールズ著/林裕美子訳築地書館 サイエンス 6/9

110 変形菌　発見と観察を楽しむ大人の自然図鑑 川上新一著/新井文彦写真/高野丈写真山と溪谷社 サイエンス 6/16

111 図解入門 よくわかる　最新 代替肉の基本と仕組み 齋藤勝裕著 秀和システム テクノロジー 7/15

112 名曲誕生の裏事情　歴代作曲家ギャラ比べ２ ( ビジネスでたどる西洋音楽史) 山根悟郎著 学研プラス 芸術・スポーツ 6/7

113 もっと知りたい　シャネル 朝倉三枝著 東京美術 芸術・スポーツ 7/上

114 花火が写る絶景撮影術 井上嘉代子著 双葉社 芸術・スポーツ 6/28

115 疲れない山歩きの技術　自分に合う歩き方探し　徹底サポートＢＯＯＫ　　　　　　　 栗山祐哉監修 メイツユニバーサルコンテンツ芸術・スポーツ 6/21

116 韓国現代文学入門（仮） 斎藤真理子著 イースト・プレス ライブラリアン 7/8

117 初めて書籍を作った男　マヌーツィオの生涯 アレッサンドロ・マルツォ・マーニョ著/清水由貴子訳柏書房 ライブラリアン 6/23

118 絵本のつぎに、なに読もう？　幼年童話と過ごした日々 越高綾乃著 かもがわ出版 ライブラリアン 6/6
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119 公立図書館における電子図書館サービスの現状 吉井潤著 樹村房 ライブラリアン 6/3

120 古代日本に於ける図書館の起源 新藤透著 樹村房 ライブラリアン 6/3

121 松本清張推理評論集　１９５７－１９８８ 中央公論新社 ライブラリアン 7/5

122 じゅんくんの学校 福田隆浩文/ささめやゆき絵あすなろ書房 児童読み物 6/14

123 バスが来ましたよ 由美村嬉々文/松本春野絵アリス館 児童読み物 6/24

124 ことりのメル　おっこちる ※２０２２年度コールデコット・オナー作品コーリー・Ｒ・テイバー作/よしいかずみ訳化学同人 児童読み物 6/13

125 テレビマンボルフ　なんでもかいけつ！ 高畠じゅん子作/高畠純絵教育画劇 児童読み物 6/23

126 はじめましての ダンネバード 工藤純子作/マコカワイ絵くもん出版 児童読み物 6/10

127 ひろしまの満月 中澤晶子作/ささめやゆき絵小峰書店 児童読み物 6/22

128 ロケットペンギン 中川ひろたか文/ロケットくれよん原案/北村人絵世界文化社 児童読み物 6/24

129 クマのプーさんのむかしむかし　すべてがはじまるまえのお話 ジェーン・リオーダン文/マーク・バージェス絵/尾﨑愛子訳文化出版局 児童読み物 6/16

130 庭にくるとり ( ポプラ社の絵本 ) 石川えりこ作・絵 ポプラ社 児童読み物 6/20

131 あんまり すてきだったから くどうれいん作/みやざきひろかず絵ほるぷ出版 児童読み物 6/21

132 まっくらあそび しようよ！ ( ほるぷ創作絵本 ) はたこうしろう作 ほるぷ出版 児童読み物 6/21

133 わたしと あなたの ものがたり アドリア・シオドア文/エリン・Ｋ・ロビンソン絵/さくまゆみこ訳光村教育図書 児童読み物 6/28

134 ヌラリヒョン・パパにまかせなさい！　オソロシ山のながれ星 富安陽子作/山村浩二絵理論社 児童読み物 6/16

135 ルビねこと旅の仲間たち ( 本屋さんのルビねこ) 野中柊作/松本圭以子絵理論社 児童読み物 6/16

136 海のてがみの ゆうびんや ミシェル・クエヴァス文/エリン・Ｅ・ステッド絵/岡野佳訳化学同人 児童読み物 6/20

137 王さまの おうごんのひげ クラース・フェルプランケ作/岡野佳訳化学同人 児童読み物 6/20

138 生まれかわりのポオ 森絵都作/カシワイ絵金の星社 児童読み物 6/8

139 ちびちびパンダ みやにしたつや作・絵金の星社 児童読み物 6/9

140 おばけのジョージー　たからさがし ロバート・ブライト作/こみやゆう訳好学社 児童読み物 6/6

141 おひさまやのハンカチ ( どうわがいっぱい) 茂市久美子作/よしざわけいこ絵講談社 児童読み物 6/21

142 かきごおり ( 講談社の創作絵本) 石津ちひろ作/植垣歩子絵講談社 児童読み物 6/29

143 盗賊騎士ロドリゴ・ラウバインと従者クニルプス ミヒャエル・エンデ著/ヴィーラント・フロイント著/木本栄訳/ｊｕｎａｉｄａ絵小学館 児童読み物 7/13

144 黄色い竜 村上康成作・絵 徳間書店 児童読み物 6/16

145 しゅくだいドッジボール ( とっておきのどうわ) 福田岩緒作・絵 ＰＨＰ研究所 児童読み物 6/9

146 トラからぬすんだ物語 ( 児童図書館・文学の部屋／２０２１年度ニューベリー賞受賞作品) テェ・ケラー作/こだまともこ訳評論社 児童読み物 6/27

147 くみたて ( 日本傑作絵本シリーズ) 田中達也作 福音館書店 児童読み物 6/1

148 みけねえちゃんにいうてみな　ぼくはおにいちゃん 村上しいこ作/くまくら珠美絵理論社 児童読み物 6/16

149 みどりの森のなかまたち ( のはらクラブシリーズ) たかどのほうこ作理論社 児童読み物 7/4

150 ジェンダー・アイデンティティ ( ＬＧＢＴだけじゃない！わたしの性１) 佐々木掌子監修 国土社 児童ノンフィクション 6/29

151 からだの性 ( ＬＧＢＴだけじゃない！わたしの性２) 長谷川奉延監修/佐々木掌子監修国土社 児童ノンフィクション 6/29

152 押す図鑑　ボタン ( 気になるコレクション１) 西村まさゆき編著小学館 児童ノンフィクション 6/13

153 ホホジロザメ 沼口麻子文/関俊一絵福音館書店 児童ノンフィクション 6/15

154 どの本よりわかりやすい！　おもしろしかけの貯金箱( レディブティックシリーズ) 寺西恵里子著 ブティック社 児童ノンフィクション 6/28

155 となりのホンドギツネ　きみの町にもきっといる。 ( 命のつながり４ ) 渡邉智之写真・文 文一総合出版 児童ノンフィクション 6/23

156 鳥は恐竜だった　鳥の巣からみた進化の物語 鈴木まもる作・絵 アリス館 児童ノンフィクション 7/4

157 よくできました！ 一生役立つ！　はじめてのこどもキッチン 鈴木薫著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 児童ノンフィクション 6/27

158 草はらをのぞいてみれば カヤネズミ ( 小学館の図鑑ＮＥＯの科学絵本) 福田幸広写真/ゆうきえつこ文小学館 児童ノンフィクション 7/4

159 貝のふしぎ発見記 武田晋一写真・文 少年写真新聞社 児童ノンフィクション 6/10

160 ブラックホールって　なんだろう？ ( たくさんのふしぎ傑作集) 嶺重慎文/倉部今日子絵福音館書店 児童ノンフィクション 6/1

161 水辺のワンダー　世界を旅して未来を考えた ( 文研じゅべにーる) 橋本淳司著 文研出版 児童ノンフィクション 6/下

162 地球のしくみがわかる　地学の図鑑 杵島正洋著 技術評論社 ヤングアダルト 6/22

163 すこしずつの親友 森埜こみち作 講談社 ヤングアダルト 6/21

164 １２歳から始める あがらない技術 鳥谷朝代著 秀和システム ヤングアダルト 6/上

165 ほんとうの多様性についての話をしよう サンドラ・ヘフェリン監修旬報社 ヤングアダルト 6/10

166 パンに書かれた言葉 朽木祥著 小学館 ヤングアダルト 6/20

167 生命倫理のレッスン　人体改造はどこまで許されるのか？( ちくまＱブックス ) 小林亜津子著 筑摩書房 ヤングアダルト 6/14

168 星の町騒動記　オオカミさまあらわる 樫崎茜作/山口法子絵理論社 ヤングアダルト 6/16

169 住所、不定 ( ＳＴＡＭＰ　ＢＯＯＫＳ／シーラ・Ａ・イーゴフ児童文学賞、ＩＯＤＥバイオレット・ダウニー図書賞受賞作品) スーザン・ニールセン作/長友恵子訳岩波書店 ヤングアダルト 6/24

170 食品ロスはなぜ減らないの？ ( 岩波ジュニアスタートブックス) 小林富雄著 岩波書店 ヤングアダルト 6/10

171 図解でわかる　１４歳からの民主主義 インフォビジュアル研究所著太田出版 ヤングアダルト 6/20

172 中高生の スポーツハローワーク　スポーツを仕事にしたい君へ 中高生のスポーツハローワーク編集部編著学研プラス ヤングアダルト 6/21


