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1 わたしのアグアをさがして 深沢潮著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 12/19

2 鎌倉駅徒歩８分、空室あり 越智月子著 幻冬舎 日本文芸書 12/5

3 カプチーノ・コースト 片瀬チヲル著 講談社 日本文芸書 12/6

4 ここでは誰もが嘘をつく 嶋中潤著 講談社 日本文芸書 12/5

5 彼女のことを知っている 黒川創著 新潮社 日本文芸書 12/19

6 笑犬楼 ｖｓ． 偽伯爵 筒井康隆著/蓮實重彦著新潮社 日本文芸書 12/19

7 小説作法の奥義 阿刀田高著 新潮社 日本文芸書 12/15

8 食われる国 萩耿介著 中央公論新社 日本文芸書 12/16

9 中庭のオレンジ 吉田篤弘著 中央公論新社 日本文芸書 12/16

10 骨灰（コッパイ） 冲方丁著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 12/7

11 継ぐ者 上田秀人著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 12/14

12 名探偵の生まれる夜　大正謎百景 青柳碧人著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 12/15

13 浮遊 遠野遥著 河出書房新社 日本文芸書 1/17

14 一睡の夢　家康と淀殿 伊東潤著 幻冬舎 日本文芸書 12/12

15 闘え！ ミス・パーフェクト 横関大著 幻冬舎 日本文芸書 12/5

16 罪の境界 薬丸岳著 幻冬舎 日本文芸書 12/12

17 うさぎ玉ほろほろ 西條奈加著 講談社 日本文芸書 12/5

18 影と踊る日 神護かずみ著 講談社 日本文芸書 12/5

19 書楼弔堂　待宵 京極夏彦著 集英社 日本文芸書 12/28

20 風の値段 堂場瞬一著 小学館 日本文芸書 12/6

21 江戸一新 門井慶喜著 中央公論新社 日本文芸書 12/16

22 妖の絆 誉田哲也著 文藝春秋 日本文芸書 12/9

23 ある愛の寓話 村山由佳著 文藝春秋 日本文芸書 1/5

24 祝祭のハングマン 中山七里著 文藝春秋 日本文芸書 1/5

25 踏切の幽霊 高野和明著 文藝春秋 日本文芸書 12/9

26 見果てぬ王道 川越宗一著 文藝春秋 日本文芸書 12/8

27 植物少女 朝比奈秋著 朝日新聞出版 日本文芸書 1/5

28 作家　超サバイバル術！ 中山七里著/知念実希人著/葉真中顕著光文社 日本文芸書 12/19

29 遅刻する食パン少女　おとぎカンパニー 田丸雅智著 光文社 日本文芸書 12/19

30 友よ 赤神諒著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 12/7

31 兜町（シマ）の男　清水一行と日本経済の８０年 黒木亮著 毎日新聞出版 日本文芸書 12/14

32 樹林の罠 佐々木譲著 角川春樹事務所 日本文芸書 12/13

33 南海ちゃんの新しいお仕事　階段落ち人生 新井素子著 角川春樹事務所 日本文芸書 12/13

34 戦国十二刻　女人阿修羅 木下昌輝著 光文社 日本文芸書 12/19

35 名探偵外来　泌尿器科医の事件簿 似鳥鶏著 光文社 日本文芸書 12/19

36 ワンダーランド急行 荻原浩著 日経ＢＰマーケティング日本文芸書 12/16

37 家康の海 植松三十里著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 12/7

38 一日三秋 劉震雲著/水野衛子訳早川書房 外国文芸書 12/20

39 パウル・ツェランと中国の天使 多和田葉子著/関口裕昭訳文藝春秋 外国文芸書 1/6

40 青いパステル画の男 ( 新潮クレスト・ブックス) アントワーヌ・ローラン著/吉田洋之訳新潮社 外国文芸書 12/19

41 グリーン・ロード ※エクス・リブリス／２０１６年度アイルランド文学賞受賞作品アン・エンライト著/伊達淳訳白水社 外国文芸書 12/26

42 三体０　球状閃電 劉慈欣著/大森望訳 早川書房 外国文芸書 12/20

43 真珠湾の冬 ※ハヤカワ・ミステリ／２０２２年度エドガー賞最優秀長篇賞受賞作品ジェイムズ・ケストレル著/山中朝晶訳早川書房 外国文芸書 12/5

44 お医者さんが教えてくれた 一年中冷え知らずごはん ワタナベマキ著/渡邊賀子監修ＫＡＤＯＫＡＷＡ くらしの実用書 12/22

45 からだがよろこぶ副菜　あと１皿がすぐできる　野菜をいただく７６品 齋藤菜々子著 誠文堂新光社 くらしの実用書 12/7

46 つくってたのしいもらってうれしい 消しゴムはんこのアイデアと技法　 江口春畝著 日貿出版社 くらしの実用書 12/9

47 火・空気・水で　極める焼き菓子　 津田陽子監修 文化出版局 くらしの実用書 12/15

48 新しい収納の教科書 浮かせる、 立たせる、寝かせるでどんな家も片づく 赤工友里著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ くらしの実用書 12/20

49 全２０１カ国＆地域　おうちで作れる世界のおやつ 本山尚義著 廣済堂出版 くらしの実用書 12/22

50 ケーキデコレーションの教科書　ナッペと絞りの無限アレンジ( 講談社のお料理ＢＯＯＫ) 西岡詩織著 講談社 くらしの実用書 12/6

51 体が整う、おうち漢方　生姜レシピ（仮） 平柳要監修/森島土紀子著ナツメ社 くらしの実用書 1/中

52 ビギナーさんでも大丈夫！ 手作りの通園通学グッズ ブティック社 くらしの実用書 12/12

53 日本一わかりやすい！個人事業主・中小企業のための 補助金獲得の教科書（仮）尾上昌人著 イースト・プレス ビジネス・くらしの経済 1/16

54 美しい 本屋さんの間取り エクスナレッジ ビジネス・くらしの経済 12/26

55 図解即戦力　病院業界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三森義夫著 技術評論社 ビジネス・くらしの経済 12/27

56 図解入門 業界研究　 (    最新　給食ビジネスの動向とカラクリがよ～くわかる本) 日本給食業経営総合研究所著秀和システム ビジネス・くらしの経済 12/14

57 フードライターになろう！ 浅野陽子著 青弓社 ビジネス・くらしの経済 12/23

58 フリーランスがインボイスで損をしない本 原尚美著 日本実業出版社 ビジネス・くらしの経済 12/21

59 ぜんぶ絵でわかる３　鉄骨造 エクスナレッジ すまい・住宅・建築 12/1

60 ぜんぶ絵でわかる４　植栽 エクスナレッジ すまい・住宅・建築 1/5

61 使い切れない 農地活用読本　荒らさない、手間をかけない、みんなで耕す           農文協編 農山漁村文化協会 すまい・住宅・建築 12/12

62 これからのヘルスリテラシー　健康を決める力 中山和弘著 講談社 健康と家庭の医学 12/6

63 認知症といわれたら　自分と家族が、いまできること( 健康ライブラリー ) 繁田雅弘監修 講談社 健康と家庭の医学 12/20
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64 目で見てわかる 認知症の予防 秋下雅弘監修 成美堂出版 健康と家庭の医学 12/12

65 なんとなく疲れる・つらい・痛いを解消する　ツボ図鑑 自律神経ひとりメンテ　　　　　　　　　　　　　 柳本真弓監修 中央公論新社 健康と家庭の医学 12/16

66 もの忘れしなくなる！ 脳の使い方事典　１万人の脳を診断した名医が教える　　　　　　　　　　　 加藤俊徳著 永岡書店 健康と家庭の医学 12/6

67 だれが校則を決めるのか　民主主義と学校 内田良編/山本宏樹編岩波書店 教育と福祉 12/14

68 ０．１．２歳児の 育児の気がかり相談室　保育士が教える子供の成長の手立て　　　　 中田馨著 ＷＡＶＥ出版 教育と福祉 12/22

69 みんなでいっしょに学びたい　発達が気になる子の性の話　( 健康ライブラリー ) 伊藤修毅監修 講談社 教育と福祉 1/中

70 隣の聞き取れないひと　ＡＰＤ／ＬｉＤをめぐる聴き取りの記録 五十嵐大著 翔泳社 教育と福祉 12/8

71 ＦＰによる　親のための高齢者向け住まいの選び方　 丸山幹也監修/みんなの介護協力メイツユニバーサルコンテンツ教育と福祉 12/23

72 「もし夫が亡くなったらどうしよう？」と思ったら読む本　夫婦で幸せな老後を送るために知っておきたい相続のこと　 島根猛著 インプレス くらしの法律 1/中

73 すぐに役立つ 入門図解　親子の法律問題 離婚・親子関係・いじめ・事故・虐待 解決の知識　　　　　 森公任監修/森元みのり監修三修社 くらしの法律 12/16

74 証し　日本のキリスト教者 最相葉月著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 歴史と紀行 1/中

75 鉄道きっぷ探究読本 後藤茂文著 河出書房新社 歴史と紀行 12/22

76 古典モノ語り 山本淳子著 笠間書院 日本の文化 12/22

77 今日の旬がわかる　日本を味わう３６６日の旬のもの図鑑 暦生活監修/清絢著淡交社 日本の文化 12/19

78 日本の家庭料理とレシピの１００年　料理研究家とその時代( 別冊太陽スペシャル ) 別冊太陽編集部編 平凡社 日本の文化 12/上

79 野村太一郎の 狂言入門 野村太一郎著/杉山和也著勉誠出版 日本の文化 12/

80 教科書に出てくる　歌人・俳人事典 高野ムツオ編/西澤美仁編丸善出版 日本の文化 12/26

81 おばあちゃんは猫でテーブルを拭きながら言った　世界ことわざ紀行 金井真紀著 岩波書店 世界の文化 12/13

82 古代ギリシア人の２４時間 フィリップ・マティザック著/高畠純夫監訳/安原和見訳河出書房新社 世界の文化 12/21

83 バウムクーヘンの文化史　パン・料理・菓子、越境する銘菓 三浦裕子著 青弓社 世界の文化 12/16

84 名画のティータイム　拡大でみる６０の紅茶文化事典 Ｃｈａ Ｔｅａ 紅茶教室著創元社 世界の文化 12/5

85 織物の世界史　人類はどのように紡ぎ、織り、纏ってきたのか ソフィ・タンハウザー著/鳥飼まこと訳原書房 世界の文化 12/16

86 システム・エラー社会　最適化至上主義の罠 ﾛﾌﾞ・ﾗｲﾋ著/ﾒﾗﾝ・ｻﾊﾐ著/ｼﾞｪﾚﾐｰ・M・ﾜｲﾝｽﾀｲﾝ著/小坂恵理訳ＮＨＫ出版 現代社会 12/22

87 跳ね返りとトラウマ　そばにいるあなたも無傷ではない カミーユ・エマニュエル著/吉田良子訳柏書房 現代社会 12/22

88 公衆衛生の倫理学　国家は健康にどこまで介入すべきか( 筑摩選書 ) 玉手慎太郎著 筑摩書房 現代社会 12/14

89 桜華　防衛大学校女子卒業生の戦い 武田頼政著 文藝春秋 現代社会 12/5

90 ＳＤＧｓ辞典 渡邉優著 ミネルヴァ書房 現代社会 12/22

91 ドキュメント　通貨失政　戦後最悪のインフレはなぜ起きたか 西野智彦著 岩波書店 現代社会 12/23

92 娘が理解できません　大人になった娘のために、母親は何ができるか 岩井俊憲著 小学館 現代社会 12/5

93 死刑のある国で生きる 宮下洋一著 新潮社 現代社会 12/15

94 図解でよくわかる　地政学で読みとくこれからの世界( ビジュアルで身につく大人の教養) 村山秀太郎著 世界文化社 現代社会 12/9

95 電力崩壊　エネルギー危機は切り抜けられるか？ 竹内純子著 日経ＢＰマーケティング現代社会 12/22

96 新種発見！ 見つけて、調べて、名付ける方法 福田宏編著/馬場友希編著山と溪谷社 サイエンス 12/15

97 図解即戦力　ＡＩのしくみと活用がこれ１冊でしっかりわかる教科書 高橋海渡著/立川裕之著/小西功記著/小林寛子著/石井大輔著技術評論社 テクノロジー 12/27

98 図解まるわかり　要件定義のきほん 西村泰洋著/相川正昭著/蓮沼潤一著翔泳社 テクノロジー 12/21

99 世界一わかりやすい　腕時計のしくみ　 ( ビジュアルで身につく大人の教養) 高木教雄著 世界文化社 テクノロジー 12/16

100 カラー版　はじめての溶接作業　スキルアップ編 安田克彦著 日刊工業新聞社 テクノロジー 12/22

101 トコトンやさしい　粒子分散の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 小林敏勝著 日刊工業新聞社 テクノロジー 12/23

102 イラスト図解　最新ＩＴ用語集５０ デジカル著 日経ＢＰマーケティングテクノロジー 12/21

103 ＡＩ２０４１　人工知能が変える２０年後の未来 ｶｲﾌｰ・ﾘｰ（李開復）著/ﾁｪﾝ・ﾁｳﾌｧﾝ（陳楸帆）著/中原尚哉訳文藝春秋 テクノロジー 12/6

104 自分だけのボードゲームを作ろう ゲームをデザインして、作って、みんなでプレイする　　　 ジェシ・テレンス・ダニエルズ著/金井哲夫訳オーム社 芸術・スポーツ 12/23

105 超絶技巧の西洋絵画史 池上英洋著/青野尚子著新星出版社 芸術・スポーツ 12/13

106 ゼロから分かる！　ジャズ入門 後藤雅洋監修 世界文化社 芸術・スポーツ 12/22

107 史料と写真で見る　陸上競技の歴史　ルーツから現在・未来へ 岡尾惠市著/陸上競技歴史研究会著大修館書店 芸術・スポーツ 12/2

108 実践に学ぶ読書支援　わたしたち、子どもの本の応援団 越高令子著/山浦美幸著/佐藤あけみ著かもがわ出版 ライブラリアン 12/上

109 図書館にまいこんだ　こどもの大質問　 こどもの大質問編集部編青春出版社 ライブラリアン 12/15

110 書籍修繕という仕事　刻まれた記憶、思い出、物語の守り手として生きる ジェヨン書籍修繕著/牧野美加訳原書房 ライブラリアン 12/16

111 エツコさん 昼田弥子作/光用千春絵アリス館 児童読み物 12/22

112 トロリーナとペルラ ドナテッラ・ヅィリオット作/北澤平祐絵/長野徹訳岩波書店 児童読み物 12/6

113 どうぶつ どっちからよんでも　たぶん ぶた 本村亜美文/高畠純絵絵本館 児童読み物 12/16

114 げんきになったよ　こりすのリッキ 竹下文子作/とりごえまり絵偕成社 児童読み物 12/5

115 おばあちゃんへの おくりもの レイン・スミス作/田元明日菜訳化学同人 児童読み物 12/9

116 まほうの ともだちベンチ ウェンディ・メドゥール文/ダニエル・イグヌス絵/やまもとみき訳化学同人 児童読み物 12/2

117 どんないえに すみたい？ ジョージ・メンドゥーサ文/ドリス・スーザン・スミス絵/木坂涼訳好学社 児童読み物 12/15

118 いちごハウスのおくりもの 村中李衣作/えがしらみちこ絵世界文化社 児童読み物 12/14

119 秘密に満ちた魔石館　４ 廣嶋玲子作/佐竹美保絵ＰＨＰ研究所 児童読み物 12/7

120 まよなかの ゆうえんち ギデオン・ステラー作/マリアキアラ・ディ・ジョルジョ絵ＢＬ出版 児童読み物 12/14

121 あらしと わたし　しぜんのなかでいきる ジェイン・ヨーレンほか作/クリスチャン・ハウデッシェルほか絵/まつかわまゆみ訳評論社 児童読み物 12/16

122 私立探検家学園　２　あなたが魔女になるまえに ( 福音館創作童話シリーズ) 斉藤倫作/桑原太矩画福音館書店 児童読み物 12/7

123 色とりどりの　ぼくのつめ アリシア・アコスタ文/ルイス・アマヴィスカ文/ガスティ絵/石井睦美訳光村教育図書 児童読み物 12/21

124 ちいさなちいさな　ヤクのガーティ ※２０２１年度Ｏｓｃａｒ’ｓ　Ｂｏｏｋ　Ｐｒｉｚｅ受賞作品ルー・フレイザー文/ケイト・ヒンドリー絵/三原泉訳岩崎書店 児童読み物 12/5

125 アグネスさんとわたし ※ＴＤカナダ児童文学賞受賞作品ジュリー・フレット文・絵/横山和江訳岩波書店 児童読み物 12/14

126 わたしが あんであげる ( こどものくに傑作絵本) せなけいこ作 金の星社 児童読み物 12/26
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127 遺伝子工学　光るマウスが未来をかえる ( おはなしサイエンス ) 森川成美作/石井聖岳絵講談社 児童読み物 12/13

128 こえてくる者たち　翔の四季　冬 斉藤洋作/いとうあつき絵講談社 児童読み物 12/20

129 ふしぎな図書館とやっかいな相棒　ストーリーマスターズ３ 廣嶋玲子作/江口夏実絵講談社 児童読み物 12/12

130 どすこい！ 森埜こみち作/佐藤真紀子絵国土社 児童読み物 1/13

131 モンスター・ホテルでうたいましょう 柏葉幸子作/高畠純絵小峰書店 児童読み物 12/19

132 ガリバーのむすこ マイケル・モーパーゴ作/杉田七重訳小学館 児童読み物 12/12

133 ２０ぴきの おしょうがつ たしろちさと作・絵 ひかりのくに 児童読み物 12/2

134 きみだけの 夜のともだち ( ポプラせかいの絵本) セング・ソウン・ラタナヴァン作/西加奈子訳ポプラ社 児童読み物 12/12

135 住まい方を考える本　住まいの機能と快適・安全でエコな生活 妹尾理子監修 あかね書房 児童ノンフィクション 12/下

136 おどろきの７００万年　人類の進化大百科 更科功監修/川崎悟司絵偕成社 児童ノンフィクション 12/22

137 おぼえよう ラグビーのルール 原田隆司著 ベースボール・マガジン社児童ノンフィクション 12/23

138 地域の発展につくした 先人大事典　全国４９６人を掲載！ 柴田好章監修 あかね書房 児童ノンフィクション 12/下

139 １さつまるごと！ くすりのひみつ　たよりすぎずに正しく使おう 安部恵監修/ＷＩＬＬこども知育研究所編著岩崎書店 児童ノンフィクション 12/23

140 アリのひみつ大図鑑 佐藤俊幸著/島田拓著国土社 児童ノンフィクション 12/28

141 めんはすごい！　シェフが先生！ 小学生から使える、こどものための いろんなめんの料理本  柴田書店編 柴田書店 児童ノンフィクション 12/22

142 作って発見！　日本の美術 金子信久著 東京美術 児童ノンフィクション 12/14

143 小学生のための　日本の名画がわかる本 「日本の名画がわかる本」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 12/27

144 妖怪コンビニ ２　化けねこ店長 ｖｓ コンビニ害獣 令丈ヒロ子作/トミイマサコ絵あすなろ書房 ヤングアダルト 12/9

145 子どもお悩み相談会　作家７人の迷回答 角田光代著/高野秀行著/高橋秀実著/津村記久子ほか著中央公論新社 ヤングアダルト 12/16

146 カメラにうつらなかった真実　３人の写真家が見た日系人収容所 エリザベス・パートリッジ文/ローレン・タマキ絵/松波佐知子訳徳間書店 ヤングアダルト 12/15

147 おとなになれたら ( 文研じゅべにーるＹＡ) ニキ・コーンウェル作/牧野鈴子絵/渋谷弘子訳文研出版 ヤングアダルト 12/20

148 認知症のわたしから、１０代のあなたへ ( 岩波ジュニアスタートブックス) さとうみき著 岩波書店 ヤングアダルト 12/9

149 １３歳から考える 住まいの権利　多様な生き方を実現する家のはなし 葛西リサ著 かもがわ出版 ヤングアダルト 12/上

150 ビジュアル版　はじめての聖書物語 サリー・タグホルム著/アンドレア・ミルズ著/フリアン・デ・ナルバエス画/山崎正浩訳創元社 ヤングアダルト 12/5

151 グッゲンハイムの謎 ロビン・スティーヴンス作/シヴォーン・ダウド原案/越前敏弥訳東京創元社 ヤングアダルト 12/8

152 １３歳からの 図解でなるほど　地政学 世界のこれまでとこれからを読み解こう      村山秀太郎監修 メイツユニバーサルコンテンツヤングアダルト 12/20

153 １０代のための ココロとカラダの整え方 自分でできる＆ラクになる自律神経コントロール      吉田誠司監修 メイツユニバーサルコンテンツヤングアダルト 12/27

154 プロの履歴書からわかる　生きものの仕事 松橋利光著 山と溪谷社 ヤングアダルト 12/15


