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1 武蔵　残日の剣 稲葉稔著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/24

2 夜がうたた寝してる間に 君嶋彼方著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/24

3 浅草ルンタッタ 劇団ひとり著 幻冬舎 日本文芸書 8/23

4 レッドクローバー まさきとしか著 幻冬舎 日本文芸書 8/23

5 クレプシドラ 夕木春央著 講談社 日本文芸書 9/6

6 孤立宇宙 熊谷達也著 講談社 日本文芸書 8/29

7 遠い指先が触れて 島口大樹著 講談社 日本文芸書 8/9

8 事件は終わった 降田天著 集英社 日本文芸書 8/24

9 フィールダー 古谷田奈月著 集英社 日本文芸書 8/24

10 ループ・オブ・ザ・コード 荻堂顕著 新潮社 日本文芸書 8/29

11 孤島の飛来人 山野辺太郎著 中央公論新社 日本文芸書 8/18

12 灰かぶりの夕海 市川憂人著 中央公論新社 日本文芸書 8/18

13 残照 本城雅人著 文藝春秋 日本文芸書 8/4

14 そして誰もゆとらなくなった 朝井リョウ著 文藝春秋 日本文芸書 8/4

15 祈りのカルテ　再会のセラピー 知念実希人著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/8

16 営繕かるかや怪異譚　その参 小野不由美著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/24

17 三世代探偵団　春風にめざめて 赤川次郎著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/26

18 小説の小説 似鳥鶏著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/31

19 レジデンス 小野寺史宜著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/24

20 ロスト・スピーシーズ 下村敦史著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/24

21 競争の番人　内偵の王子 新川帆立著 講談社 日本文芸書 8/29

22 首切り島の一夜 歌野晶午著 講談社 日本文芸書 9/6

23 此の世の果ての殺人 ※第６８回江戸川乱歩賞受賞作品荒木あかね著 講談社 日本文芸書 8/22

24 汝、星のごとく 凪良ゆう著 講談社 日本文芸書 8/2

25 愚者の階梯 松井今朝子著 集英社 日本文芸書 9/1

26 デクリネゾン 金原ひとみ著 集英社 日本文芸書 8/24

27 掌に眠る舞台 小川洋子著 集英社 日本文芸書 9/1

28 ハヤブサ消防団 池井戸潤著 集英社 日本文芸書 9/5

29 レッドゾーン 夏川草介著 小学館 日本文芸書 8/26

30 あの子とＱ 万城目学著 新潮社 日本文芸書 8/16

31 家裁調査官・庵原かのん 乃南アサ著 新潮社 日本文芸書 8/29

32 裂けた明日 佐々木譲著 新潮社 日本文芸書 8/16

33 夜の道標 芦沢央著 中央公論新社 日本文芸書 8/5

34 嘘つきジェンガ 辻村深月著 文藝春秋 日本文芸書 8/23

35 音楽が鳴りやんだら 高橋弘希著 文藝春秋 日本文芸書 8/5

36 キッズ・アー・オールライト　Ｋｉｄｓ　Ａｒｅ　Ａｌｒｉｇｈｔ 丸山正樹著 朝日新聞出版 日本文芸書 9/7

37 人間みたいに生きている 佐原ひかり著 朝日新聞出版 日本文芸書 9/7

38 ヘルンとセツ 田渕久美子著 ＮＨＫ出版 日本文芸書 8/26

39 録音された誘拐 阿津川辰海著 光文社 日本文芸書 8/22

40 赤虫村の怪談 大島清昭著 東京創元社 日本文芸書 8/29

41 祈りも涙も忘れていた 伊兼源太郎著 早川書房 日本文芸書 8/16

42 透明な膜を隔てながら 李琴峰著 早川書房 日本文芸書 8/16

43 流れる星をつかまえに 吉川トリコ著 ポプラ社 日本文芸書 8/8

44 屋久島トワイライト 樋口明雄著 山と溪谷社 日本文芸書 8/10

45 英雄 真保裕一著 朝日新聞出版 日本文芸書 9/7

46 介護者Ｄ 川﨑秋子著 朝日新聞出版 日本文芸書 9/7

47 新 店長がバカすぎて 早見和真著 角川春樹事務所 日本文芸書 8/31

48 素晴らしき国　Ｇｒｅａｔ　Ｐｌａｃｅ 小路幸也著 角川春樹事務所 日本文芸書 8/31

49 晴明変生 森谷明子著 角川春樹事務所 日本文芸書 8/31

50 乱鴉（ランア）の空 ( 弥勒シリーズ ) あさのあつこ著 光文社 日本文芸書 8/22

51 クリ粥　深川駕篭 山本一力著 祥伝社 日本文芸書 8/8

52 祝祭の子 逸木裕著 双葉社 日本文芸書 8/16

53 北京の秋 ボリス・ヴィアン著 野崎歓訳河出書房新社 外国文芸書 8/19

54 フォレスト・ダーク ( エクス・リブリス ) ニコール・クラウス著 広瀬恭子訳白水社 外国文芸書 8/25

55 終わらない週末 ルマーン・アラム著 高山真由美訳早川書房 外国文芸書 8/16

56 その少年は語れない ( ハヤカワ・ミステリ) ベン・Ｈ・ウィンタース著 上野元美訳早川書房 外国文芸書 8/2

57 台北野球倶楽部の殺人 ※第６回金車・島田荘司推理小説賞受賞作品唐嘉邦著 玉田誠訳文藝春秋 外国文芸書 8/23

58 流浪地球 劉慈欣著 大森望訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ 外国文芸書 9/5

59 老神介護 劉慈欣著 大森望訳 古市雅子訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ 外国文芸書 9/5

60 忘れたとは言わせない ※ガラスの鍵賞受賞作品トーヴェ・アルステルダール著 染田屋茂訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ 外国文芸書 8/29
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61 光を灯す男たち ( 新潮クレスト・ブックス) エマ・ストーネクス著 小川高義訳新潮社 外国文芸書 8/23

62 子供が王様 ( 海外文学セレクション) デルフィーヌ・ド・ヴィガン著 河村真紀子訳東京創元社 外国文芸書 8/29

63 われら闇より天を見る クリス・ウィタカー著 鈴木恵訳早川書房 外国文芸書 8/16

64 缶詰ひとつで養生ごはん 久保奈穂実著 ｙｏｙｏ監修学研プラス くらしの実用書 8/30

65 やめレシピ　料理の面倒なこと色々やめたら、ラクに美味しく、しかも幸せになりました　 近藤幸子著 主婦と生活社 くらしの実用書 9/7

66 ６０歳からの疲れない家事 本間朝子著 青春出版社 くらしの実用書 8/26

67 毛筆の手書きで心を伝える実用書道（仮） 中室舟水著 日貿出版社 くらしの実用書 8/10

68 ハロウィーンの料理帳　魔女と吸血鬼のちょっと不気味な30のレシピ ヴァンサン・アミエル著 熊谷久子訳原書房 くらしの実用書 8/17

69 レスキューナースが教える　地震に強い部屋づくり 辻直美著 扶桑社 くらしの実用書 8/8

70 犬の問題行動の教科書　動物の精神科医に学ぶ犬と人の絆の科学 奥田順之著 緑書房 くらしの実用書 8/18

71 自然な色合いと質感を愉しめる　はじめてのナチュラルドライフラワー 吉本博美著 家の光協会 くらしの実用書 9/14

72 有元葉子　豆 有元葉子著 家の光協会 くらしの実用書 9/14

73 はじめてキムチの本（仮） 本田朋美著 守屋亜記子監修イースト・プレス くらしの実用書 9/12

74 パンどろぼうのせかいいちおいしいパンレシピ
柴田ケイコ原作
吉永麻衣子料理 ＫＡＤＯＫＡＷＡ くらしの実用書 9/6

75 消防レスキュー隊員が教える　だれでもできる防災事典 兼平豪著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ くらしの実用書 8/24

76 家庭の魚料理 保存版　魚のさばき方と一生使えるレシピ 川上文代著 グラフィック社 くらしの実用書 8/4

77 炊き込みごはん 荒木典子著 成美堂出版 くらしの実用書 8/25

78 今日から始める本気の食料備蓄　家族と自分が１ヶ月生き延びるための備蓄力メソッド　　　　 高荷智也著 徳間書店 くらしの実用書 8/29

79 病院清掃というお仕事　いま求められている環境サービス 日本病院清掃協会著朝日出版社 ビジネス・くらしの経済 8/5

80 解くだけできほんが学べる　クイズｄｅデザイン ｉｎｇｅｃｔａｒ－ｅ著 ＳＢクリエイティブ ビジネス・くらしの経済 8/22

81 テレビ番組制作会社のリアリティ　つくり手たちの声と放送の現在 林香里編 四方由美編 北出真紀恵編 石山玲子ほか著大月書店 ビジネス・くらしの経済 8/22

82 発達障害フリーランス　属さない働き方のすすめ 銀河著 翔泳社 ビジネス・くらしの経済 8/29

83 アンビルト　実現しなかった建築プロジェクト クリストファー・ビーンランド著 井原恵子訳グラフィック社 すまい・住宅・建築 8/4

84 図解でよくわかる　品種・育種のきほん　世界に誇れる日本の品種、その作出から遺伝子組換え、ゲノム編集、夢の植物まで　　 西尾剛著 誠文堂新光社 すまい・住宅・建築 8/1

85 農家が教える　わくわく マメつくり　栽培・保存・加工・レシピ 農文協編 農山漁村文化協会すまい・住宅・建築 8/10

86 サボテンはすごい！　過酷な環境を生き抜く驚きのしくみ 堀部貴紀著 ベレ出版 すまい・住宅・建築 8/25

87 股関節痛の教科書　自分に合ったケアと治療法がわかる 齊藤貴志監修 若林敏行監修 大野智貴監修池田書店 健康と家庭の医学 8/9

88 肩が痛い、腕が上がらない人の お助けＢＯＯＫ 町田秀樹著 主婦の友社 健康と家庭の医学 8/30

89 ふりまわされない！更年期　母と娘のための女性ホルモン対策Bｏｏｋ 永田京子著 旬報社 健康と家庭の医学 8/18

90 のどを鍛える 長生きうがい 平野浩彦著 文響社 健康と家庭の医学 8/2

91 日本の児童相談所と子ども　過去・現在・未来 川松亮編著 久保樹里ほか編著明石書店 教育と福祉 8/下

92 アタッチメントがわかる本　愛着が心の力を育む ( 健康ライブラリー ) 遠藤利彦監修 講談社 教育と福祉 8/30

93 お年寄りは謎だらけ？　図解　高齢者のほんとうの気持ちがわかる事典（仮）佐藤眞一著 主婦と生活社 教育と福祉 9/7

94 認知症の人への接し方のきほん ( はじめての在宅介護シリーズ) 矢吹知之著 翔泳社 教育と福祉 8/3

95 ＱＯＬを高める！　褥瘡予防のためのポジショニングとケア 水原章浩著 ナツメ社 教育と福祉 8/12

96 社会保障のトリセツ　医療・年金・介護・労災・失業・障がい・子育て・生活保護　困ったときに役所の窓口に持っていく本　 山下慎一著 弘文堂 くらしの法律 8/26

97 ＳＮＳ別　最新　著作権入門　「これって違法！？」の心配が消えるITリテラシーを高める基礎知識　　 井上拓著 誠文堂新光社 くらしの法律 8/10

98 サラリーマンのメディア史 谷原吏著 慶應義塾大学出版会歴史と紀行 8/3

99 図解と写真でわかる　教養が身につく！　日本の鉄道150年史 辻良樹著 徳間書店 歴史と紀行 8/8

100 医学をめぐる漢字の不思議 ( あじあブックス ) 西嶋佑太郎著 大修館書店 日本の文化 8/22

101 ケルトの解剖図鑑 エクスナレッジ 世界の文化 8/29

102 人はなぜ握手をするのか エラ・アル＝シャマヒー著 大川修二訳草思社 世界の文化 8/29

103 雑草の文化誌 ( 花と木の図書館 ) ニーナ・エドワーズ著 内田智穂子訳原書房 世界の文化 8/17

104 フォトグラフィー　メガネの歴史 ジェシカ・グラスコック著 黒木章人訳原書房 世界の文化 8/22

105 フォト・ドキュメント　世界の母系社会 ※2021年度フランス書店賞受賞作品ナディア・フェルキ著 野村真依子訳原書房 世界の文化 8/12

106 入管問題とは何か　終わらない密室の人権侵害 鈴木江理子編 児玉晃一編 朴沙羅ほか編明石書店 現代社会 8/下

107 レイプは本当に犯罪ですか？ ミシェル・バウドラー著 竹内要江訳柏書房 現代社会 8/24

108 まちづくり仕組み図鑑 佐藤将之ほか著 日経ＢＰマーケティング現代社会 8/31

109 サイバー戦争　終末のシナリオ　上 ※２０２１年度フィナンシャル・タイムズ＆マッキンゼー・ビジネスブック・オブ・ザ・イヤー受賞作品ニコール・パーロース著 江口泰子訳 岡嶋裕史監修早川書房 現代社会 8/2

110 サイバー戦争　終末のシナリオ　下 ※２０２１年度フィナンシャル・タイムズ＆マッキンゼー・ビジネスブック・オブ・ザ・イヤー受賞作品ニコール・パーロース著 江口泰子訳 岡嶋裕史監修早川書房 現代社会 8/2

111 みんなで考える 地球環境Ｑ＆Ａ １４５　地球に代わる惑星はない マイク・バーナーズ＝リー著 藤倉良訳丸善出版 現代社会 8/30

112 そのとき、日本は何人養える？　食料安全保障から考える社会のしくみ　　　　　　　　 篠原信著 家の光協会 現代社会 8/10

113 ＳＤＧｓとトイレ　地球にやさしく、誰もが使えるために進化するトイレ 日本トイレ協会編著柏書房 現代社会 8/24

114 世界でいちばん短くてわかりやすい　民主主義全史　ビジネスパーソンとして知っておきたい教養　　　　　　　　 ジョン・キーン著 岩本正明訳ダイヤモンド社 現代社会 8/23

115 教養としての決済　世界を回す支払いの過去・現在・未来 ｺﾞｯﾄﾌﾘｰﾄ・ﾗｲﾌﾟﾌﾞﾗﾝﾄ著 ﾅﾀｰｼｬ・ﾃﾞ・ﾃﾗﾝ著 大久保彩訳東洋経済新報社 現代社会 8/25

116 暗闇の中の光　ブラックホール、宇宙、そして私たち（仮） ハイノ・ファルケ著 ヨルグ・レーマー著 吉田三知世訳亜紀書房 サイエンス 8/30

117 ヒトデとクモヒトデ　謎の星形動物 ( 岩波科学ライブラリー) 藤田敏彦著 岩波書店 サイエンス 8/4

118 サイレント・アース　昆虫たちの「沈黙の春」 デイヴ・グールソン著 藤原多伽夫訳ＮＨＫ出版 サイエンス 8/26
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119 深海魚コレクション　エックス線ＣＴで探る不思議な姿 篠原現人著 オーム社 サイエンス 8/24

120 魅惑の生体物質をめぐる光と影　ホルモン全史 Ｒ．Ｈ．エプスタイン著 坪井貴司訳化学同人 サイエンス 8/23

121 感じる数学　ガリレイからポアンカレまで（仮） 数学みえる化プロジェクト企画 北海道大学総合博物館企画 正宗淳編共立出版 サイエンス 8/1

122 カモフラージュ　自然に隠れる生物図鑑 スティーブ・パーカー著 遠藤秀紀日本語版監修東京書籍 サイエンス 8/24

123 日本の自然風景ワンダーランド　地形と植生の謎を解く 小泉武栄著 ベレ出版 サイエンス 8/3

124 ドローンのつくり方・飛ばし方　構造、原理から製作・カスタマイズまで 野波健蔵著 鈴木智著 王偉著 三輪昌史著オーム社 テクノロジー 8/1

125 電子工作が一番わかる 馬場政勝著 技術評論社 テクノロジー 8/26

126 図解入門よくわかる　最新 表面熱処理の基本と仕組み 田中和明著 秀和システム テクノロジー 8/17

127 ＣＯＮＴＡＣＴ　ＡＲＴ 原田マハ著 幻冬舎 芸術・スポーツ 9/12

128 金継ぎの技法書　基礎から、色漆の活用、見立て、仕上げのテクニックまで( 陶工房ＢＯＯＫＳ ) 工藤かおる著 誠文堂新光社 芸術・スポーツ 8/3

129 バドミントンの歴史 鵤木千加子著 大修館書店 芸術・スポーツ 8/1

130 色の名前と言葉の辞典 ８８８ 桜井輝子著 東京書籍 芸術・スポーツ 8/5

131 もっと知りたい 中国の美術 富田淳監著 東京美術 芸術・スポーツ 8/30

132 ウクライナに愛をこめて　ウクライナ美術への招待 海野弘著 パイインターナショナル芸術・スポーツ 9/14

133 かこさとし　科学絵本の世界 藤嶋昭編著 学研プラス ライブラリアン 8/9

134 委託販売と流通コード ( 図書館のための出版キイノート２) 宮沢厚雄著 樹村房 ライブラリアン 8/5

135 私のことば体験 松居直著 安野光雅挿画福音館書店 ライブラリアン 9/7

136 絵本で学ぶＳＤＧｓ ( 別冊太陽 日本のこころ　) 絵本でＳＤＧｓ推進協会編 中川素子編集協力平凡社 ライブラリアン 8/25

137 なぞなぞで おばけやしきたんけん 石津ちひろ文 大島妙子絵アリス館 児童読み物 8/3

138 どうぶつたちの ハロウィーンって？ アン・ウィットフォード・ポール文 デイヴィッド・ウォーカー絵 福本友美子訳岩崎書店 児童読み物 8/26

139 きらきらさがし 新井悦子作 さこももみ絵岩崎書店 児童読み物 8/8

140 ナマコのばあちゃん こしだミカ作 偕成社 児童読み物 8/22

141 パンどろぼう　おにぎりぼうやのたびだち 柴田ケイコ作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 児童読み物 9/6

142 変てこ小説　ソクラてすのすけ 藤谷治著 河出書房新社 児童読み物 8/25

143 キーウの月 ( 講談社の創作絵本) ジャンニ・ロダーリ作 ベアトリーチェ・アレマーニャ絵 内田洋子訳講談社 児童読み物 8/2

144 黒紙の魔術師と白銀の龍 ※第６２回講談社児童文学新人賞受賞作品鳥美山貴子著 講談社 児童読み物 9/5

145 タコとだいこん ( 講談社の創作絵本) ※第４２回講談社絵本新人賞受賞作品伊佐久美作 講談社 児童読み物 8/8

146 わすれないでね　ずっと　だいすき ジーン・ウィリス著 ラケル・カタリナ絵 前田まゆみ訳 筧裕介監修小学館 児童読み物 8/29

147 からっぽのにくまん ( ＭＯＥのえほん) ※第１０回ＭＯＥ創作絵本大賞グランプリ受賞作品まつながもえ作 白泉社 児童読み物 8/31

148 川まつりの夜 岩城範枝作 出久根育絵フレーベル館 児童読み物 8/3

149 あのこ 樋勝朋巳作 ブロンズ新社 児童読み物 9/13

150 モモンガのはいたつやさん　もりのいたずらっこ ふくざわゆみこ作・絵文溪堂 児童読み物 9/上

151 よるのやおやさん 穂高順也文 田中六大絵文溪堂 児童読み物 9/上

152 父さんのゾウ ( 文研ブックランド) ※クイーンズランド文学賞児童部門大賞受賞作品ピーター・カーナバス作 美馬しょうこ訳文研出版 児童読み物 8/下

153 ラスト・チェリー・ブロッサム　わたしのヒロシマ ( ほるぷ読み物シリーズ　セカイへの窓) キャサリン・バーキンショー作 吉井知代子訳ほるぷ出版 児童読み物 8/9

154 カピバラがやってきた アルフレド・ソデルギット作 あみのまきこ訳岩崎書店 児童読み物 8/12

155 フランクとバートの だいすきかくれんぼ クリス・ネイラー・バレステロス作 田元明日菜訳化学同人 児童読み物 8/26

156 麦畑のみはりばん ベス・フェリー文 テリー・ファン絵 エリック・ファン絵 よしいかずみ訳化学同人 児童読み物 8/26

157 橋の上で 湯本香樹実文 酒井駒子絵河出書房新社 児童読み物 9/13

158 あれあれ（仮） ( こどものくに傑作絵本) 内田麟太郎作 たごもりのりこ絵金の星社 児童読み物 8/24

159 トット・ボトットと ちいさなたてぶえ ローラ・キャソン作 アーノルド・ローベル絵 こみやゆう訳好学社 児童読み物 8/22

160 まちのおばけずかん　ハイ！ 斉藤洋作 宮本えつよし絵講談社 児童読み物 8/30

161 ふしぎなメリーゴーラウンド リーザ＝マリー・ブルーム作 はたさわゆうこ訳徳間書店 児童読み物 8/25

162 やまの動物病院 なかがわちひろ作・絵徳間書店 児童読み物 8/8

163 魔女だったかもしれないわたし ( わたしたちの本棚) ※ウォーターストーンズ児童文学賞、ブルーピーター・ブック賞受賞作品エル・マクニコル著 櫛田理絵訳ＰＨＰ研究所 児童読み物 8/16

164 ふっと… 内田麟太郎文 松成真理子絵ＢＬ出版 児童読み物 8/26

165 ママってすごーい！ クリス・ホートン作 木坂涼訳ＢＬ出版 児童読み物 8/30

166 三まいのはがき ( 福音館創作童話シリーズ) おくやまゆか作 福音館書店 児童読み物 9/14

167 生き抜け！ 遭難の五日間 ( 文研じゅべにーる) 山口理作 十々夜絵文研出版 児童読み物 8/下

168 クジラの進化 ( 講談社の創作絵本) 水口博也写真・文 小田隆イラスト 木村敏之監修講談社 児童ノンフィクション 8/30

169 おぼえよう バドミントンのルール ( おぼえようルールシリーズ) 上田敏之著 ベースボール・マガジン社児童ノンフィクション 8/17

170 世界の魔よけ図鑑 ( 調べる学習百科 ) 三国信一監修 土谷輪監修 本作り空ｓｏｌａ編岩崎書店 児童ノンフィクション 8/31

171 科学って何のためにあるの？　科学の基本的な５つの分野がわかる図鑑 ＤＫ社編 左巻健男監訳 上原昌子訳東京書籍 児童ノンフィクション 8/26

172 僕らが学校に行く理由 ( ポプラ社ノンフィクション) 渋谷敦志写真・文 ポプラ社 児童ノンフィクション 8/1

173 みんなが知りたい！　単位のすべて　暮らしから勉強まで役立つ知識としくみ「単位のすべて」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 8/10

174 はじめてであう 古事記　上 西田めい編 中島梨絵絵あすなろ書房 ヤングアダルト 8/下

175 はじめてであう 古事記　下 西田めい編 中島梨絵絵あすなろ書房 ヤングアダルト 8/下

176 数奇な航海　私は第五福龍丸 川井龍介著 旬報社 ヤングアダルト 8/5

177 なりたい自分との出会い方　世界に飛び出したボクが伝えたいこと( 岩波ジュニアスタートブックス) 岡本啓史著 岩波書店 ヤングアダルト 8/9

178 ｆｒｏｍ　ｕｎｄｅｒ　３０　世界を平和にする第一歩 ( 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 8/24


