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タイトル 人名 出版者 資料番号

〈あの絵〉のまえで 原田　マハ／著 東京：幻冬舎 112013776

「育ちがいい人」だけが知っていること 諏内　えみ／著 東京：ダイヤモンド社 112022165

「母と息子」の日本論 品田　知美／著 東京：亜紀書房 112021456

５Ｇ 森川　博之／著 東京：岩波書店 112017272

ＡＩとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争 庭田　杏珠／〔編〕著 東京：光文社 112021944

ＡＸ 伊坂　幸太郎／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 111781852

あの本は読まれているか ラーラ・プレスコット／著 東京：東京創元社 112015797

アメリカン・プリズン シェーン・バウアー／著 東京：東京創元社 112016522

あやうく一生懸命生きるところだった ハ・ワン／文・イラスト 東京：ダイヤモンド社 112017348

イエスの学校時代 Ｊ．Ｍ．クッツェー／著 東京：早川書房 112015474

いつになったら宇宙エレベーターで月

に行けて、３Ｄプリンターで臓器が作

れるんだい！？

ケリー・ウィーナースミス／著 京都：化学同人 112017751

おいしくて泣くとき 森沢　明夫／〔著〕 東京：角川春樹事務所 112018163

おおきな森 古川　日出男／著 東京：講談社 112015623

オルガ ベルンハルト・シュリンク／著 東京：新潮社 112015789

おれの眼を撃った男は死んだ シャネル・ベンツ／著 東京：東京創元社 112017132

お茶をどうぞ 向田　邦子／著 東京：河出書房新社 111754297

カレンの台所 滝沢　カレン／文・料理 東京：サンクチュアリ出版 112018031

きたきた捕物帖 宮部　みゆき／著 東京：ＰＨＰ研究所 112017652

キャラでわかる！はじめての感染症図鑑 岡田　晴恵／著 東京：日本図書センター 112016928

クロス 山下　紘加／著 東京：河出書房新社 112015383

ことばにできない宇宙のふしぎ エラ・フランシス・サンダース／著　イラスト 大阪：創元社 111996591

コロナショック・サバイバル 冨山　和彦／著 東京：文藝春秋 112017967

コロナ後の世界 ジャレド・ダイアモンド／〔ほか著〕 東京：文藝春秋 112026943

サイバーハラスメント ダニエル・キーツ・シトロン／著 東京：明石書店 112018189

じんかん 今村　翔吾／著 東京：講談社 112017546

スパイはいまも謀略の地に ジョン・ル・カレ／著 東京：早川書房 112021050

スマホ料金はなぜ高いのか 山田　明／著 東京：新潮社 112021969

ぜんぶ本の話 池澤　夏樹／著 東京：毎日新聞出版 112020151

そこにはいない男たちについて 井上　荒野／〔著〕 東京：角川春樹事務所 112020466

その日の後刻に グレイス・ペイリー／著 東京：文藝春秋 111784484

その日の予定 エリック・ヴュイヤール／〔著〕 東京：岩波書店 112019609

チーム・オベリベリ 乃南　アサ／著 東京：講談社 112019542

トーキング・トゥ・ストレンジャーズ マルコム・グラッドウェル／著 東京：光文社 112020250

ドクターＭ 海堂　尊／著 東京：朝日新聞出版 112022017

ドレス 藤野　可織／著 東京：河出書房新社 111791463

書評に載った本
令和２年5月～8月
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ニューヨーク・タイムズが報じた

１００人の死亡記事
ウィリアム・マクドナルド／編 東京：河出書房新社 112018817

ハッチとマーロウ 青山　七恵／著 東京：小学館 111776647

ビブリア古書堂の事件手帖Ⅱ 三上　延／〔著〕 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 112022025

ブルーネス 伊与原　新／著 東京：文藝春秋 111752556

ブルシット・ジョブ デヴィッド・グレーバー／〔著〕 東京：岩波書店 112022116

ぼくの「自学ノート」 梅田　明日佳／著 東京：小学館 112021662

ほんとうのリーダーのみつけかた 梨木　香歩／著 東京：岩波書店 112021738

マインドトーク みたらし　加奈／著 東京：ハガツサブックス 112023932

みすゞと雅輔 松本　侑子／著 東京：新潮社 111770558

ライプツィヒの犬 乾　緑郎／著 東京：祥伝社 111775227

暗い林を抜けて 黒川　創／著 東京：新潮社 112012638

暗鬼夜行 月村　了衛／著 東京：毎日新聞出版 112015466

医療記者のダイエット 朽木　誠一郎／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 112023890

英語日記ＢＯＹ 新井　リオ／著 東京：左右社 112020979

疫病２０２０ 門田　隆将／著 東京：産経新聞出版 112020193

縁起のよい樹と日本人 有岡　利幸／著 東京：八坂書房 112015110

鴎外の恋　舞姫エリスの真実 六草　いちか／著 東京：講談社 110878188

家族じまい 桜木　紫乃／著 東京：集英社 112018106

歌え、葬られぬ者たちよ、歌え ジェスミン・ウォード／著 東京：作品社 112014253

花しぐれ 梶　よう子／著 東京：集英社 111776639

壊れた世界の者たちよ ドン・ウィンズロウ／著 東京：ハーパーコリンズ・ジャパン 112026430

芥川賞候補傑作選　戦前・戦中編 鵜飼　哲夫／編 東京：春陽堂書店 112016225

格差は心を壊す リチャード・ウィルキンソン／著 東京：東洋経済新報社 112014584

喫茶店の時代 林　哲夫／著 大阪：編集工房ノア 110530540

逆ソクラテス 伊坂　幸太郎／著 東京：集英社 112015656

京都に女王と呼ばれた作家がいた 花房　観音／著 吹田：西日本出版社 112021936

空の声 堂場　瞬一／著 東京：文藝春秋 112014972

江戸の夢びらき 松井　今朝子／著 東京：文藝春秋 112015722

告解 薬丸　岳／著 東京：講談社 112015631

国会をみよう 上西　充子／著 東京：集英社クリエイティブ 112014451

惚れるマナー 大下　一真／著 東京：中央公論新社 112013602

昨日壊れはじめた世界で 香月　夕花／著 東京：新潮社 112017033

三体　２〔下〕 劉　慈欣／著 東京：早川書房 112018759

三体　２〔上〕 劉　慈欣／著 東京：早川書房 112018742

私は真実が知りたい 赤木　雅子／著 東京：文藝春秋 112021811

事件持ち 伊兼　源太郎／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 112017017

時代へ、世界へ、理想へ 高村　薫／著 東京：毎日新聞出版 112014238

首里の馬 高山　羽根子／著 東京：新潮社 112021399

宿無し弘文 柳田　由紀子／著 東京：集英社インターナショナル 112019021
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女だてら 諸田　玲子／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 112019948

消えたママ友 野原　広子／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 112023916

神域　下 真山　仁／著 東京：毎日新聞出版 112012745

神域　上 真山　仁／著 東京：毎日新聞出版 112012737

神木探偵 本田　不二雄／著 東京：駒草出版 112016191

人間に向いてない 黒澤　いづみ／著 東京：講談社 111961272

星に仄めかされて 多和田　葉子／著 東京：講談社 112017025

晴れ、時々くらげを呼ぶ 鯨井　あめ／著 東京：講談社 112018684

生かさず、殺さず 久坂部　羊／著 東京：朝日新聞出版 112018148

絶対猫から動かない 新井　素子／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 112014014

絶望を希望に変える経済学 アビジット・Ｖ．バナジー／著 〔東京〕：日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 112021233

組長の妻、はじめます。 廣末　登／著 東京：新潮社 111799144

宅地の防災学 釜井　俊孝／著 京都：京都大学学術出版会 112016514

透明人間は２０４号室の夢を見る 奥田　亜希子／著 東京：集英社 111712246

凪に溺れる 青羽　悠／著 東京：ＰＨＰ研究所 112020052

謎のアジア納豆 高野　秀行／著 東京：新潮社 111746095

二重拘束のアリア 川瀬　七緒／著 東京：小学館 112021373

二枚腰のすすめ 鷲田　清一／著 京都：世界思想社 112021282

日本の戦争映画 春日　太一／著 東京：文藝春秋 112022256

日本蒙昧前史 磯崎　憲一郎／著 東京：文藝春秋 112019138

猫の傀儡 西條　奈加／著 東京：光文社 111776274

猫を棄てる 村上　春樹／著 東京：文藝春秋 112015748

破局 遠野　遥／著 東京：河出書房新社 112019971

萩尾望都作画のひみつ 萩尾　望都／著 東京：新潮社 112019377

不良 北野　武／著 東京：集英社 112018122

風と双眼鏡、膝掛け毛布 梨木　香歩／著 東京：筑摩書房 112013792

塀の中の事情 清田　浩司／著 東京：平凡社 112021605

目に見えない傷 レイチェル・ルイーズ・スナイダー／〔著〕 東京：みすず書房 112018767

夜の谷を行く 桐野　夏生／著 東京：文藝春秋 111772877

欲が出ました ヨシタケ　シンスケ／著 東京：新潮社 112020441

流星シネマ 吉田　篤弘／〔著〕 東京：角川春樹事務所 112016795

流浪の大地 本城　雅人／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 112012554

恋愛未満 篠田　節子／著 東京：光文社 112015763

老いてこそ生き甲斐 石原　慎太郎／著 東京：幻冬舎 112014170


