NetGalley 新着作品一覧(直近1ヶ月)2020/08/20
作品URLをクリックすると、書誌がご覧頂けます。ゲラをお読みになる際は、NetGalleyに会員登録(無料)をお願いいたします。
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出版社が作品をアーカイブすると、ゲラ読みリクエスト・ダウンロードができなくなります。アーカイブ日は出版社、作品ごとに異なります。リクエストが承認された際は、お早めにダウンロードをお願いいたします。
リクエスト受付中の全作品一覧はこちらから↓
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送付日

ISBN

出版社

作品名

作品名サブタイトル

著者名

刊行日

ジャンル

NEW

8/27

9784022517197 朝日新聞出版

スター

朝井リョウ

NEW

8/27

9784577049006 フレーベル館

マッチやのしょうじょ

作

NEW

8/27

9784866990644 TOブックス

地球さんはレベルアップしました！

生咲日月

NEW

8/27

9784037269807 偕成社

オール・アメリカン・ボーイズ

ジェイソン・レノルズ、ブレンダン・カイリー／著
2020/11/16
中野怜奈／訳
文芸小説 | 児童書/絵本

NEW

8/27

9784577049235 フレーベル館

ケンさん、イチゴの虫をこらしめる

「あまおう」栽培農家の挑戦！

谷本雄治

NEW

8/27

9784867160664 マイクロマガジン社

妖しいご縁がありまして

お狐さまと記憶の欠片

汐月詩

NEW

8/27

9784776409809 ＢＬ出版

キダマッチ先生！5

息子

今井恭子／文

NEW

8/27

9784065211205 講談社

わたしが消える

佐野広実

NEW

8/27

9784990951603 おむすび舎

いのちのたべもの

中川ひろたか

NEW

8/27

9784990951610 おむすび舎

ごはんのにおい

中川ひろたか・文

NEW

8/27

9784065203309 講談社

無駄花

NEW

8/27

9784776409816 ＢＬ出版

8/20

ナマズに

なる!?

くすのきしげのり／絵

澤野秋文

作品URL

2020/10/07 文芸小説

https://www.netgalley.jp/catalog/book/201313

2020/09/04 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/200610

2020/10/10 ラノベ

https://www.netgalley.jp/catalog/book/201450
https://www.netgalley.jp/catalog/book/201455

2020/10/09 児童書/絵本 | ノンフィクション
https://www.netgalley.jp/catalog/book/201465
2020/10/20 文芸小説 | SF/ファンタジー https://www.netgalley.jp/catalog/book/200285
| 家族/子育て
岡本順／絵

2020/10/07 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/201553

2020/09/28 文芸小説 | ミステリー/サスペンス
https://www.netgalley.jp/catalog/book/201558
2017/04/19 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/201556

2017/09/18 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/201557

中真大

2020/09/14 文芸小説

https://www.netgalley.jp/catalog/book/201683

アネモネ戦争

上村亮太

2020/10/12 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/201554

9784758413619 角川春樹事務所

我々は、みな孤独である

貴志祐介

2020/09/15 文芸小説 | ミステリー/サスペンス
https://www.netgalley.jp/catalog/book/200202
| ホラー

8/20

9784577048757 フレーベル館

真昼のキョーフ

日本児童文学者協会

2020/09/04 ホラー | 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/200406

8/20

9784751529492 あすなろ書房

世界とキレル

佐藤まどか

2020/09/07 文芸小説 | 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/200780

8/20

9784577048573 フレーベル館

だんだんできてくるシリーズ

（監修）鹿島建設株式会社

2020/01/01 児童書/絵本 | 趣味/実用

https://www.netgalley.jp/catalog/book/200781

8/20

9784577048566 フレーベル館

プログラミングであそぶ！シリーズ

（監修）松田孝

2020/01/01 児童書/絵本 | コンピュータ/インターネット
https://www.netgalley.jp/catalog/book/200788

8/20

9784592762782 白泉社

クリスマスかぞえうた

西村敏雄

2020/10/28 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/200922

8/20

9784777822140 辰巳出版

お母さん! 学校では防犯もSEXも避妊も教えてくれませんよ!

のじまなみ （著）/おぐらなおみ（イラスト）2018/12/18 家族/子育て

https://www.netgalley.jp/catalog/book/200923

8/20

9784052050923 学研プラス

パパとすぅすぅ

ケイト・メイズ

https://www.netgalley.jp/catalog/book/200926

8/20

9784758112147 羊土社

美食のサピエンス史

ジョン・アレン／著

8/20

9784265830855 岩崎書店

ぼくはいしころ

坂本千明

2020/09/10 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/200924

8/20

9784265081721 岩崎書店

おばけになりたい なす

岩神愛

2020/08/12 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/198799

8/20

9784426126414 自由国民社

夫を変える！魔法の言い方

佐藤律子

2020/09/18 趣味/実用 | 自己啓発

https://www.netgalley.jp/catalog/book/201062

8/20

9784575243260 双葉社

乳房のくにで

深沢潮

2020/09/18 文芸小説 | ミステリー/サスペンス
https://www.netgalley.jp/catalog/book/201051

8/20

9784422930862 創元社

本のリストの本

南陀楼綾繁、書物蔵、鈴木潤、林哲夫、正木香子
2020/08/25 文芸小説

8/20

9784065200124 講談社

猫弁と星の王子

大山淳子

8/20

9784592762751 白泉社

8/20

9784882645559 ポプラ社

そうえん社 どうぶつ川柳

8/20

9784882645535 ポプラ社

8/20

9784882645603 ポプラ社

8/20

9784591158517 ポプラ社

8/20

ゆめぎんこう

文

加藤休ミ

絵

岡本よしろう・絵

サラ・アクトン

古藤ゆず 2020/09/18 児童書/絵本

成広あき／翻訳

2020/10/01 海外翻訳 | 料理/食/酒 | 科学 https://www.netgalley.jp/catalog/book/200417

https://www.netgalley.jp/catalog/book/201064

2020/09/14 文芸小説 | SF/ファンタジー https://www.netgalley.jp/catalog/book/201236
| ミステリー/サスペンス

コンドウアキ

2020/10/02 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/201279

さく／サトシン

え／ドーリー

2014/10/01 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/199935

そうえん社 どうぶつまぜこぜあそび

さく／サトシン

え／ドーリー

2014/08/01 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/199933

そうえん社 どうぶつ連想

さく／サトシン

え／ドーリー

2015/10/01 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/199934

ふしぎなあおいふく

さく／サトシン

え／ドーリー

2018/04/01 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/199936

9784867160558 マイクロマガジン社

冥土の土産屋『まほろば堂』 倉敷美観地区店へようこそ

光明寺祭人

8/20

9784198651558 徳間書店

月はまた昇る

成田名璃子

2020/09/07 文芸小説 | 家族/子育て

https://www.netgalley.jp/catalog/book/200042

8/14

9784751529676 あすなろ書房

あるヘラジカの物語

星野道夫/ 原案

鈴木まもる/ 絵と文

2020/09/07 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/200188

8/14

9784577049204 フレーベル館

サード・プレイス

ささきあり 作

酒井 以 絵

2020/09/11 文芸小説 | 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/200199

8/14

9784777826704 辰巳出版

頭を「からっぽ」にするレッスン

10分間瞑想でマインドフルに生きる

アンディ・プディコム

2020/09/19 海外翻訳 | 自己啓発

https://www.netgalley.jp/catalog/book/200200

8/14

9784426124397 自由国民社

１日１時間から稼ぐ 副業ライターのはじめ方

先行き不透明な時代の自己防衛術

しげぞう

2020/08/08 ビジネス/マネー | 自己啓発 https://www.netgalley.jp/catalog/book/200208

8/14

9784163912547 文藝春秋

楽園の烏

阿部智里

2020/09/03 文芸小説 | SF/ファンタジー https://www.netgalley.jp/catalog/book/200201

8/14

9784107723222 新潮社

僕の妻は発達障害

ナナトエリ/亀山聡

2020/10/09 マンガ

https://www.netgalley.jp/catalog/book/200414

8/14

9784065201374 講談社

ハジメテヒラク

こまつあやこ

2020/08/25 文芸小説 | 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/200423

8/14

9784798062426 秀和システム

バーの主人がひっそり味わってきた酒呑み放浪記

間口 一就

2020/08/26 趣味/実用 | 料理/食/酒

https://www.netgalley.jp/catalog/book/200513

8/14

9784577045329 フレーベル館

とらきちの いいところ

H@L

2017/07/14 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/200524

8/14

9784591167625 ポプラ社

うちのにゃんこは妖怪です

高橋由太

2020/09/04 文芸小説 | 歴史・時代小説 https://www.netgalley.jp/catalog/book/200069

8/14

9784334913656 光文社

ワトソン力

大山誠一郎

2020/09/17 文芸小説

https://www.netgalley.jp/catalog/book/200609

8/14

9784106108761 新潮社

絶対に挫折しない日本史

古市憲寿

2020/09/17 ノンフィクション

https://www.netgalley.jp/catalog/book/200537

8/14

9784065205303 講談社

６０過ぎたらコンパクトに暮らす

2020/08/25 趣味/実用

https://www.netgalley.jp/catalog/book/200619

ぼく、だーれ？
それ、だーれ？

あやかし拝み屋と江戸の鬼

モノ・コトすべてを大より小に、重より軽に
藤野嘉子

2020/09/19 文芸小説 | SF/ファンタジー https://www.netgalley.jp/catalog/book/199318

8/14

9784569900223 PHP研究所

京都府警あやかし課の事件簿４

8/6

9784334913663 光文社

お誕生会クロニクル

古内一絵

8/6

9784591155066 ポプラ社

ごめんなさい

作／サトシン

8/6

9784033328805 偕成社

くろいの

田中清代／作

8/6

9784591160497 ポプラ社

ぱんつさん

作／たなか

8/6

9784776408635 ＢＬ出版

ブルガリアのむかしばなし

8/6

9784338261333 小峰書店

なまえのないねこ

8/6

9784620326368 毎日新聞出版

沖縄をめぐる言葉たち

8/6

9784087716894 集英社

スキマワラシ

8/6

9784065203736 講談社

帰ってきたＫ２

8/6

202008034518 文化通信社

伏見のお山と狐火の幻影

天花寺さやか

2020/09/09 文芸小説 | ミステリー/サスペンス
https://www.netgalley.jp/catalog/book/200615
2020/09/17 文芸小説

https://www.netgalley.jp/catalog/book/199393

2017/07/03 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/199396

2018/10/11 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/199300

2019/02/01 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/199085

2018/12/20 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/199295

2019/04/25 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/199392

河原仁志

2020/06/18 ノンフィクション

https://www.netgalley.jp/catalog/book/199720

恩田陸

2020/08/05 文芸小説

https://www.netgalley.jp/catalog/book/199800

横関 大

2020/09/01 文芸小説

https://www.netgalley.jp/catalog/book/199809

B.B.B. 2020年8月号（vol.24）

文化通信社

2020/08/03 文芸小説 | 家族/子育て

https://www.netgalley.jp/catalog/book/199799

作／小川雅子

2020/10/01 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/199807

金の鳥

絵／羽尻利門
ひかる

八百板洋子／文
竹下文子／文
名言･妄言で読み解く戦後日本史
池袋署刑事課

神崎・黒木

さかたきよこ／絵
町田尚子／絵

8/6

9784591167878 ポプラ社

ライラックのワンピース

8/6

9784491040950 東洋館出版社

群青の航海

ーFC今治、Ｊ昇格まで5年の軌跡ー

江刺

8/6

9784065208649 講談社

成功する人ほどよく寝ている

最強の睡眠に変える食習慣

前野博之

2020/08/19 ビジネス/マネー | 健康

https://www.netgalley.jp/catalog/book/199939

8/6

9784065204825 講談社

星空の魔道書と灰色の竜

笹野ちまき

2020/09/07 SF/ファンタジー | ラノベ

https://www.netgalley.jp/catalog/book/199941

8/6

9784405120099 新星出版社

サクッとわかる ビジネス教養

奥山真司

2020/06/16 ビジネス/マネー

https://www.netgalley.jp/catalog/book/1943011

7/30

9784065205785 講談社

愛されなくても別に

武田綾乃

2020/08/24 文芸小説

https://www.netgalley.jp/catalog/book/198800

7/30

9784575523836 双葉社

遥かに届くきみの聲（こえ）

大橋崇行

2020/08/07 文芸小説

https://www.netgalley.jp/catalog/book/198803

7/30

9784065207758 講談社

海蝶

吉川英梨

2020/09/01 文芸小説 | ミステリー/サスペンス
https://www.netgalley.jp/catalog/book/199094

7/30

9784759820508 化学同人

ぶっ飛び！科学教室

2020/08/25 科学

https://www.netgalley.jp/catalog/book/199113

7/30

9784022517135 朝日新聞出版

ｆｉｓｈｙ

金原ひとみ

2020/09/07 文芸小説

https://www.netgalley.jp/catalog/book/199198

7/30

9784087717280 集英社

きのうのオレンジ

藤岡陽子

2020/10/26 文芸小説

https://www.netgalley.jp/catalog/book/199193

7/30

9784052052743 学研プラス

おもしろ

とよながもりと

2020/10/22 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/199299

7/30

9784334962432 光文社

つくられた格差

7/30

9784774330792 くもん出版

拝啓パンクスノットデッドさま

石川宏千花

7/30

9784774330716 くもん出版

くまのこのるうくんとおばけのこ

東直子／作

7/22

9784033500409 偕成社

ねこのニャンルー

7/22

9784758413596 角川春樹事務所

7/22

地政学

絵／めばち

伯洋 著

FC今治 監

南海放送 監

科学オタクが贈る とっておきのネタと実験
ヘレン・アーニー，スティーブ・モールド

あいうえおかるたの

え本
不公平税制が生んだ所得の不平等

エマニュエル・サエズ

2020/08/17 自己啓発 | ノンフィクションhttps://www.netgalley.jp/catalog/book/199932

ガブリエル・ズックマン
2020/09/17 ビジネス/マネー | ノンフィクション
https://www.netgalley.jp/catalog/book/199206
2020/10/10 文芸小説 | 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/199303

2020/10/16 文芸小説 | 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/199304

どいかや／作

2020/09/08 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/195699

彼女が天使でなくなる日

寺地はるな

2020/08/31 文芸小説 | ロマンス

https://www.netgalley.jp/catalog/book/198402

9784758413589 角川春樹事務所

純喫茶パオーン

椰月美智子

2020/08/07 文芸小説 | ミステリー/サスペンス
https://www.netgalley.jp/catalog/book/198290

7/22

9784833423748 プレジデント社

せかいいっしゅう あそびのたび

平澤南

2020/07/10 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/198406

7/22

9784798061009 秀和システム

スタートアップファイナンス

2020/07/30 ビジネス/マネー

https://www.netgalley.jp/catalog/book/198411

7/22

9784087816839 集英社

聖なるズー

濱野ちひろ

2019/11/26 ノンフィクション

https://www.netgalley.jp/catalog/book/198405

7/22

9784797673814 集英社

エンド・オブ・ライフ

佐々涼子

2020/02/05 ノンフィクション

https://www.netgalley.jp/catalog/book/198536

7/22

9784041097793 KADOKAWA

昨日星を探した言い訳

河野裕

2020/08/24 文芸小説 | ロマンス

https://www.netgalley.jp/catalog/book/198439

7/22

9784041091395 KADOKAWA

アンダードッグス

長浦京

2020/08/19 文芸小説 | ミステリー/サスペンス
https://www.netgalley.jp/catalog/book/198478

7/22

9784591167977 ポプラ社

なにしてるの？

鈴木まもる

2020/11/30 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/198533

7/22

9784891996215 一二三書房

鴻上眼科のあやかしカルテ

鳥村居子

2020/08/05 文芸小説

https://www.netgalley.jp/catalog/book/198574

7/22

9784065203972 講談社

償いの流儀

神護かずみ

2020/08/24 文芸小説 | ミステリー/サスペンス
https://www.netgalley.jp/catalog/book/198685

7/16

9784591161456 ポプラ社

うごく！あそべる！

2019/04/30 児童書/絵本 | 趣味/実用

https://www.netgalley.jp/catalog/book/197798

7/16

9784751530214 あすなろ書房

家族で楽しむ「まんが発見！」①学校に行こう

松田哲夫 編

2020/08/03 マンガ

https://www.netgalley.jp/catalog/book/197665

7/16

9784426125691 自由国民社

インド式 壁の乗りこえ方

栃久保 奈々

2020/07/23 趣味/実用 | 自己啓発

https://www.netgalley.jp/catalog/book/197807

7/16

9784866990491 TOブックス

ガリ勉地味萌え令嬢は、俺様王子などお呼びでない

鶏冠勇真

2020/09/19 ラノベ

https://www.netgalley.jp/catalog/book/197811

7/16

9784866990422 TOブックス

追放された万能魔法剣士は、皇女殿下の師匠となる

軽井広

2020/09/10 ラノベ

https://www.netgalley.jp/catalog/book/197809

7/16

9784052050930 学研プラス

ママとすぅすぅ

ケイト・メイズ・原作

7/16

9784198651206 徳間書店

「がんになって良かった」と言いたい

山口雄也＋木内岳志

7/16

9784758112130 羊土社

ワクチン・レース

メレディス・ワッドマン／著

7/16

9784591167601 ポプラ社

黒いサカナ

保坂祐希

2020/09/10 文芸小説 | ミステリー/サスペンス
https://www.netgalley.jp/catalog/book/198013

7/16

9784591167298 ポプラ社

跡を消す

前川ほまれ

2020/08/05 文芸小説

https://www.netgalley.jp/catalog/book/197672

7/16

9784065197646 講談社

隣人Ｘ

パリュスあや子

2020/08/24 文芸小説

https://www.netgalley.jp/catalog/book/198024

7/16

9784065205778 講談社

ぴりりと可楽！

吉森大祐

2020/08/17 文芸小説 | 歴史・時代小説 https://www.netgalley.jp/catalog/book/198025

7/16

9784594085605 扶桑社

すべて忘れてしまうから

燃え殻

7/16

9784751529683 あすなろ書房

つるかめ つるかめ

中脇初枝 / 文

7/16

9784065205037 講談社

ナイチンゲール

村岡花子・文／丹地陽子・絵

7/16

9784811326740 汐文社

潜入！

佐藤文隆・編著

7/16

9784426126407 自由国民社

しあわせカメラ

パパカメラ

2020/08/13 趣味/実用 | 自己啓発

https://www.netgalley.jp/catalog/book/198203

7/9

9784480815569 筑摩書房

百年と一日

柴崎友香

2020/07/15 文芸小説

https://www.netgalley.jp/catalog/book/197234

7/9

9784811326054 汐文社

発見！

伊藤まさあき／絵

2019/07/31 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/197313

超かんたん工作

起業で失敗しない「おカネ」とのつき合い方
加瀬

１ うごけうごけ！

紙のおもちゃ

特殊清掃専門会社デッドモーニング

天才科学者の実験室

日本一周妖怪めいろ

くらしの巻

ヒダ

吉田尚令／絵

ペズル
洋

オサム／著

こどもくらぶ／編

サラ・アクトン・絵 2020/09/18 児童書/絵本
2020/07/31 ノンフィクション
佐藤由樹子／翻訳
2020/09/18 ノンフィクション | 科学

あずみ虫 / 絵
くさばよしみ・著

https://www.netgalley.jp/catalog/book/197916
https://www.netgalley.jp/catalog/book/197927
https://www.netgalley.jp/catalog/book/197069

2020/07/24 文芸小説

https://www.netgalley.jp/catalog/book/198033

2020/08/03 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/198085

2020/08/03 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/198091

たなべたい・絵
2020/07/29 児童書/絵本 | 科学

https://www.netgalley.jp/catalog/book/198098

7/9

9784866672120 あさ出版

発達障害&グレーゾーン 子育てから生まれた 楽々かあさんの 伝わる! 声かけ変換

大場 美鈴

2020/06/27 趣味/実用 | 家族/子育て

https://www.netgalley.jp/catalog/book/197333

7/9

9784065206508 講談社

カロリーが足りません

大場鳩太郎

2020/08/05 SF/ファンタジー | ラノベ

https://www.netgalley.jp/catalog/book/197386

B.B.B.2020年7月号(vol.23)

文化通信社

2020/07/06 文芸小説 | ビジネス/マネー https://www.netgalley.jp/catalog/book/197387

7/9

202007064513 文化通信社

7/9

9784909044228 ライツ社

売上を、減らそう。たどりついたのは業績至上主義からの解放

中村朱美

2019/06/14 ビジネス/マネー

https://www.netgalley.jp/catalog/book/197390

7/9

9784065204290 講談社

臆病な都市

砂川文次

2020/07/28 文芸小説

https://www.netgalley.jp/catalog/book/197405

7/9

9784065208397 講談社

アウア・エイジ（ｏｕｒ

岡本 学

2020/07/29 文芸小説

https://www.netgalley.jp/catalog/book/197519

7/9

9784065194447 講談社

アスリートの科学

久木留 毅

2020/07/14 ノンフィクション | スポーツhttps://www.netgalley.jp/catalog/book/197524

7/9

9784163912424 文藝春秋

げいさい

会田誠

7/9

9784052052620 学研プラス

ねがいごと

作・あさのますみ

7/9

9784065206737 講談社

下半身からみるみるやせるおうちダイエットＢＯＯＫ

7/9

9784041097786 KADOKAWA

7/9
7/9

ａｇｅ）

2020/08/04 文芸小説

https://www.netgalley.jp/catalog/book/197540

2020/08/25 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/196258

久 優子

2020/07/21 趣味/実用 | 健康

https://www.netgalley.jp/catalog/book/197663

僕の神さま

芦沢 央

2020/08/19 文芸小説 | ミステリー/サスペンス
https://www.netgalley.jp/catalog/book/197664

9784594085230 扶桑社

殺人の品格

イ・ジュソン

2020/07/22 文芸小説 | 歴史・時代小説 https://www.netgalley.jp/catalog/book/197670

9784575315585 双葉社

メイドの手帖

ステファニー・ランド

7/9

9784591167069 ポプラ社

ＳＤＧｓってなに？

7/6

9784334913649 光文社

かきあげ家族

7/6

9784811326184 汐文社

世界の神々と四大神話

7/6

9784798060880 秀和システム

お金も恋も幸せも全部手に入れる生き方

梅野あやか

2020/07/04 自己啓発

https://www.netgalley.jp/catalog/book/196745

7/6

9784758413558 角川春樹事務所

捨て猫のプリンアラモード

麻宮ゆり子

2020/07/15 文芸小説 | 料理/食/酒

https://www.netgalley.jp/catalog/book/196841

7/6

9784758413534 角川春樹事務所

そこにはいない男たちについて

井上荒野

2020/07/15 文芸小説

https://www.netgalley.jp/catalog/book/196842

7/6

9784759816846 化学同人

〈新型コロナウイルス対応改訂版〉パンデミックを阻止せよ！
感染症を封じ込めるための10のケーススタディ
（DOJIN選書：84）
浦島 充佳

2020/06/20 健康 | 科学

https://www.netgalley.jp/catalog/book/197057

7/6

9784338333078 小峰書店

キャリア教育に活きる！ 仕事ファイル（２７）防災の仕事

小峰書店編集部／編著

2020/04/07 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/197070

7/6

9784334044817 光文社

AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争

庭田杏珠

2020/07/16 ノンフィクション

https://www.netgalley.jp/catalog/book/197081

7/6

9784093865838 小学館

ミライヲウム

水沢秋生

2020/07/27 文芸小説 | SF/ファンタジー https://www.netgalley.jp/catalog/book/197097
| ミステリー/サスペンス

7/6

9784338334013 小峰書店

見つけよう 生きものかくれんぼ（１）海のかくれんぼ

小宮輝之／監修

2020/04/07 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/195701

7/6

9784338332019 小峰書店

調べよう！ わたしたちのまちの施設（１）市役所

新宅直人／指導

2020/04/07 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/195708

7/6

9784338336000 小峰書店

知ろう！ 減らそう！ 食品ロス（全３巻）

小林富雄／監修

2020/04/07 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/195848

7/6

9784338335003 小峰書店

ゼロから楽しむ！ プログラミング（全３巻）

小林祐紀／監修

2020/04/07 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/195851

7/6

9784338337038 小峰書店

明日の防災に活かす 災害の歴史（３）安土桃山時代～江戸時代

伊藤和明／監修

2020/04/07 児童書/絵本

https://www.netgalley.jp/catalog/book/195937

入門

2020/07/17 文芸小説 | 海外翻訳

https://www.netgalley.jp/catalog/book/197676

2020/06/30 児童書/絵本 | 科学

https://www.netgalley.jp/catalog/book/197795

中島たい子

2020/08/19 文芸小説

https://www.netgalley.jp/catalog/book/196727

橘

2019/08/30 SF/ファンタジー | 児童書/絵本
https://www.netgalley.jp/catalog/book/196729

稲葉
北欧神話
下町洋食バー高野

オーディン・ロキほか

絵・そのだえり

茂勝／著

渡邉

伊津姫

渡邉英徳

優／監修

