
新着図書（７月号）

書籍名 作者 出版社

1  流人道中記　上  浅田次郎／著
中央公論

新社

2  流人道中記　下  浅田次郎／著
中央公論

新社

3  イマジン？  有川ひろ／著 幻冬舎

4  茶聖　Ｓｅｎ　ｎｏ　Ｒｉｋｙｕ  伊東潤／著 幻冬舎

5
 ０～４歳わが子の発達に合わせた１日３
 ０分間「語りかけ」育児　コミック版

 サリー・ウォード／著　一色美穂／
 まんが　中川信子／監修

小学館

6  昔話法廷　Ｓｅａｓｏｎ４
 ＮＨＫ　Ｅテレ「昔話法廷」制作班／
 編　坂口理子／原作　イマセン／法
 律監修　伊野孝行／挿画

 金の星社

7  平蔵の母  逢坂剛／著 文藝春秋

8 デッドマン･ワンダーランド１３  片岡人生／著 角川書店

9  夫のトリセツ  黒川伊保子／〔著〕 講談社

10 清明  今野敏／著 新潮社

11  鬼滅の刃　１１  吾峠呼世晴／著 集英社

12  鬼滅の刃　１２  吾峠呼世晴／著 集英社

13  鬼滅の刃　１３  吾峠呼世晴／著 集英社

14  鬼滅の刃　１４  吾峠呼世晴／著 集英社

15  鬼滅の刃　１５  吾峠呼世晴／著 集英社

16  鬼滅の刃　１６  吾峠呼世晴／著 集英社

17  鬼滅の刃　１７  吾峠呼世晴／著 集英社

18  鬼滅の刃　１８  吾峠呼世晴／著 集英社

19  鬼滅の刃　１９  吾峠呼世晴／著 集英社

20  鬼滅の刃　２０  吾峠　呼世晴　著 集英社

21
 日本一の洗濯屋が教える間違いだらけ
 の洗濯術

 洗濯ブラザーズ／著 アスコム
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22
 天久鷹央の推理カルテ　５ 神秘のセラピ
スト

 知念実希人／著 新潮社

23  空気を読む脳  中野信子／〔著〕 講談社

24 帝都地下迷宮  中山七里／著
 ＰＨＰ研究

所

25  夜がどれほど暗くても  中山七里／〔著〕
角川春樹
事務所

26  掟上今日子の設計図  西尾維新／著 講談社

27  交渉力　結果が変わる伝え方・考え方  橋下徹／著
 ＰＨＰ研究

所

28
 ドラえもんのび太の新恐竜　映画ストー
リー

 むぎわらしんたろう／まんが　川村
 元気／脚本　藤子・Ｆ・不二雄／原
 作　藤子・Ｆ・不二雄プロ／著

小学館

29  ＭＡＪＯＲ　２ｎｄ　１  満田拓也／著 小学館

30  ＭＡＪＯＲ　２ｎｄ　２  満田拓也／著 小学館

31  三鬼　三島屋変調百物語四之続  宮部みゆき／著
日本経済
新聞出版

社

32
 黒武御神火御殿　三島屋変調百物語六
之続

 宮部みゆき／著
毎日新聞

出版

33  ＪＩＮ－仁－　１  村上もとか／著 集英社

34  ＪＩＮ－仁－　２  村上もとか／著 集英社

35  丸の内魔法少女ミラクリーナ  村田沙耶香／著
ＫＡＤＯＫ

ＡＷＡ

36
 子育てはだいたいで大丈夫　小児科医マ
 マが今伝えたいこと！

 森戸やすみ／著
内外出版

社

37 太平洋食堂  柳広司／著 小学館

38
 日本史探偵コナンシーズン２　名探偵コ
 ナン歴史まんが　５

 青山剛昌／原作 狛枝和生／まん
 が　山浦聡／まんが

小学館

39
 日本史探偵コナンシーズン２　名探偵コ
 ナン歴史まんが　６

 青山剛昌／原作 山岸栄一／まん
が

小学館

40  絶叫学級　１  いしかわえみ／著 集英社

41  絶叫学級　２  いしかわえみ／著 集英社

42  絶叫学級　３  いしかわえみ／著 集英社

43  夜のいきもの図鑑  今泉忠明／監修
 主婦の友

社
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44  固有種が教えてくれること　〔１〕  今泉忠明／監修  金の星社

45  固有種が教えてくれること　〔３〕  今泉忠明／監修  金の星社

46  固有種が教えてくれること　〔２〕  今泉忠明／監修  金の星社

47  チコちゃんに叱られる　〔３〕
 海老克哉／文　オオシカケンイチ／
絵

文溪堂

48
 そんなわけで国旗つくっちゃいました！
 図鑑　ＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＦＬＡＧ　ＢＯＯＫ

 粟生こずえ／文　吹浦忠正／監修
 なかさこかずひこ！／構成・絵

 主婦の友
社

49  語りかけ絵本　えだまめ  こがようこ／ぶん・え
大日本図

書

50 いちごちゃん  さとうめぐみ／作・絵
 ＰＨＰ研究

所

51 レモンちゃん  さとうめぐみ／作・絵
 ＰＨＰ研究

所

52
 ５億年後に意外な結末　ピグマリオンの
 銀色の彫刻

 菅原そうた／原作　ｕｓｉ／絵　桃戸
 ハル／構成

 学研プラ
ス

53  ５分後に恋の結末　〔３〕
 橘つばさ／著　桃戸ハル／著　かと
 うれい／絵

 学研プラ
ス

54  ５分後に恋の結末　〔４〕
 橘つばさ／著　桃戸ハル／著　かと
 うれい／絵

 学研プラ
ス

55 いろいろバス  ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／さく
大日本図

書

56
 はじまるよはじまるよ　０・１・２さい　おて
 てのたいそうおやこでいっしょに！

 とよたかずひこ／作
世界文化

社

57  まんが世界と日本の人物伝１００　１  富士山みえる／作 偕成社

58  まんが世界と日本の人物伝１００　２  富士山みえる／作 偕成社

59  まんが世界と日本の人物伝１００　３  富士山みえる／作 偕成社

60  まんが世界と日本の人物伝１００　４  富士山みえる／作 偕成社

61  まんが世界と日本の人物伝１００　５  富士山みえる／作 偕成社

62 はっけんずかんきょうりゅう  真鍋真／監修　工藤晃司／絵
 学研プラ

ス

63 いっぱいスイッチ  みっとめるへん社／編
成美堂出

版

64
 ５秒後に意外な結末　アポロンの黄色い
太陽

 桃戸ハル／編著　ｕｓｉ／絵
 学研プラ

ス

65
 ５分後に意外な結末ｅｘ　アクアマリンか
 らあふれる涙

 桃戸ハル／編著　ｕｓｉ／絵
 学研プラ

ス

66  ジュニア空想科学読本　１７  柳田理科雄／著　きっか／絵
ＫＡＤＯＫ

ＡＷＡ
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67  ジュニア空想科学読本　１８  柳田理科雄／著　きっか／絵
ＫＡＤＯＫ

ＡＷＡ

68  ジュニア空想科学読本　１９  柳田理科雄／著　きっか／絵
ＫＡＤＯＫ

ＡＷＡ


