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Ｎｏ． 書名・シリーズ・受賞情報など 著者 出版者 ジャンル 刊行予定日

1 異性 角田光代著
穂村弘著河出書房新社 日本文芸書 4/10

2 おかえり、Ｍｒ．バットマン 佐川光晴著 河出書房新社 日本文芸書 4/10

3 仮り住まい 丹下健太著 河出書房新社 日本文芸書 4/10

4 キマジメ人生相談室 山口瞳著 河出書房新社 日本文芸書 4/16

5 雲をつかむ話 多和田葉子著 講談社 日本文芸書 4/20

6 幻想電氣館 堀川アサコ著 講談社 日本文芸書 4/17

7 偽装盗作 三浦明博著 講談社 日本文芸書 4/18

8 ストレイヤーズ・クロニクル　ＡＣＴ－１ ( 全３巻 （ 本多孝好著 集英社 日本文芸書 4/5

9 レディマドンナ　東京バンドワゴン 小路幸也著 集英社 日本文芸書 4/26

10 起終点駅＇ターミナル（ 桜木紫乃著 小学館 日本文芸書 4/16

11 さよならクリストファー・ロビン 高橋源一郎著 新潮社 日本文芸書 4/27

12 ドッグマザー 古川日出男著 新潮社 日本文芸書 4/27

13 １２＇トゥエルブ（オクロック・ハイ　警視庁捜査一課特殊班 安東能明著 中央公論新社 日本文芸書 4/25

14 ブラッド・スクーパ　The　Blood　Scooper ( ヴォイド・シェイパ２ （ 森博嗣著 中央公論新社 日本文芸書 4/25

15 ペトロ＇仮（ 今野敏著 中央公論新社 日本文芸書 4/25

16 カフカ式練習帳 保坂和志著 文芸春秋 日本文芸書 4/下

17 夢に見た娑婆 ( 縮尻鏡三郎 （ 佐藤雅美著 文芸春秋 日本文芸書 4/下

18 エス 鈴木光司著 角川グループパブリッシング日本文芸書 4/下

19 雪と珊瑚と 梨木香歩著 角川グループパブリッシング日本文芸書 4/23

20 チャイとミーミー 谷村志穂著 河出書房新社 日本文芸書 4/10

21 マカリーポン 岩井志麻子著 河出書房新社 日本文芸書 4/16

22 語りつづけろ、届くまで 大沢在昌著 講談社 日本文芸書 4/25

23 バイバイ・フォギーデイ 熊谷達也著 講談社 日本文芸書 4/17

24 英雄はそこにいる 島田雅彦著 集英社 日本文芸書 4/下

25 ＧＯ！ＧＯ！アリゲーターズ 山本幸久著 集英社 日本文芸書 4/26

26 旅屋おかえり 原田マハ著 集英社 日本文芸書 4/26

27 猫背の虎　動乱始末 真保裕一著 集英社 日本文芸書 4/5

28 丘の上の邂逅 三浦綾子著
三浦綾子記念文学館監修小学館 日本文芸書 4/25

29 かすてぃら＇仮（ さだまさし著 小学館 日本文芸書 4/5

30 あした　慶次郎縁側日記 北原亞以子著 新潮社 日本文芸書 4/20

31 堕落と文学 曽野綾子著 新潮社 日本文芸書 4/18

32 西村賢太対話集 西村賢太著 新潮社 日本文芸書 4/19

33 鋼の魂　僕僕先生 仁木英之著 新潮社 日本文芸書 4/20

34 奈落の顔　高瀬川女船歌 澤田ふじ子著 中央公論新社 日本文芸書 4/10

35 朝はアフリカの歓び 曾野綾子著 文芸春秋 日本文芸書 4/下

36 おいで、一緒に行こう 森絵都著 文芸春秋 日本文芸書 4/下

37 コンカツ？ 石田衣良著 文芸春秋 日本文芸書 4/上

38 死命 薬丸岳著 文芸春秋 日本文芸書 4/下

39 新月譚 貫井徳郎著 文芸春秋 日本文芸書 4/上

40 花晒し　北重人遺稿集 北重人著 文芸春秋 日本文芸書 4/上

41 太陽のしずく 大門剛明著 幻冬舎 日本文芸書 4/

42 玩具店の英雄＇仮（ 石持浅海著 光文社 日本文芸書 4/17

43 ココロ・ファインダ 相沢沙呼著 光文社 日本文芸書 4/17

44 敗れざる幕末 見延典子著 徳間書店 日本文芸書 4/12

45 幽女の如き怨むもの ( ミステリー・リーグ （ 三津田信三著 原書房 日本文芸書 4/16

46 家族ずっと 森浩美著 双葉社 日本文芸書 4/17

47 ナマコのからえばり６＇仮（ 椎名誠著 毎日新聞社 日本文芸書 4/25

48 呼ぶ山　夢枕獏山岳短篇集 夢枕獏著 メディアファクトリー日本文芸書 4/20

49 サファイア 湊かなえ著 角川春樹事務所日本文芸書 4/中

50 パンとスープとネコ日和 群ようこ著 角川春樹事務所日本文芸書 4/中

51 太陽は動かない 吉田修一著 幻冬舎 日本文芸書 4/

52 和解せず＇仮（ 藤田宜永著 光文社 日本文芸書 4/17

53 ゆめみるハワイ 吉本ばなな著
潮千穂写真世界文化社 日本文芸書 4/6

54 双頭のバビロン 皆川博子著 東京創元社 日本文芸書 4/20

55 バナナ剥きには最適の日々 円城塔著 早川書房 日本文芸書 4/上

56 ぼくたちのアリウープ 五十嵐貴久著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 4/9
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57 棟居刑事の見知らぬ旅人 森村誠一著 双葉社 日本文芸書 4/17

58 ティンカーズ ※２０１０年ピュリツァー賞受賞作品ポール・ハーディング著
小竹由美子訳白水社 外国文芸書 4/中

59 サイバラバード・デイズ ※２０１０年ディック賞＇特別賞（／２００７年ヒューゴー賞受賞作品収録イアン・マクドナルド著
下楠昌哉訳
中村仁美訳早川書房 外国文芸書 4/上

60 ヴァルキリーズ パウロ・コエーリョ著角川グループパブリッシング外国文芸書 4/下

61 灰色の季節を越えて ※翻訳ミステリー大賞受賞作品ジェラルディン・ブルックス著
高山真由美訳武田ランダムハウスジャパン外国文芸書 4/11

62 極北＇仮（ マーセル・セロー著
村上春樹訳中央公論新社 外国文芸書 4/10

63 アイ・コレクター ( ハヤカワ・ミステリ （ セバスチャン・フィツェック著
小津薫訳早川書房 外国文芸書 4/上

64 マイクロワールド　上 マイクル・クライトン＆リチャード・プレストン著
酒井昭伸訳早川書房 外国文芸書 4/下

65 マイクロワールド　下 マイクル・クライトン＆リチャード・プレストン著
酒井昭伸訳早川書房 外国文芸書 4/下

66 夜のサーカス ※２０１２年アレックス賞受賞作品エリン・モーゲンスターン著
宇佐川晶子訳早川書房 外国文芸書 4/上

67 刺しゅうのきほん事典 西東社 くらしの实用書4/上

68 初めてでもよくわかる　冠婚葬祭のきもの事典 世界文化社編 世界文化社 くらしの实用書4/23

69 加齢臭が消える本＇仮（ 奈良巧著 草思社 くらしの实用書4/13

70 ジュレの本＇仮（ 吉田瑞子著 日東書院本社 くらしの实用書4/18

71 ミニがかわいい！　切り口デコロール＇仮（ 熊谷真由美著 ＰＨＰ研究所 くらしの实用書4/17

72 伸縮する縫い方の基礎 水野佳子著 文化出版局 くらしの实用書4/5

73 Ｓｏｕｐ　Ｓｔｏｃｋ　Ｔｏｋｙｏのスープの作り方 ＳｏｕｐＳｔｏｃｋＴｏｋｙｏ著文芸春秋 くらしの实用書4/19

74 だれでもおいしく作れる　いまどきの料理の基本 瀬尾幸子 家の光協会 くらしの实用書4/26

75 ぽっちゃりさんがかわいくスッキリ見える朋 月居良子著 ＮＨＫ出版 くらしの实用書4/25

76 家庭科の基本 流田直監修
勝田映子ほか著学研マーケティングくらしの实用書4/10

77 カラダの中からキレイになる！お酢レシピ＇仮（ 岩崎啓子著 河出書房新社 くらしの实用書4/17

78 素朴でおいしいお母さんの味　ジャムとお菓子( 講談社のお料理ＢＯＯＫ（ 荻野恭子著 講談社 くらしの实用書4/18

79 パンケーキｂｏｏｋ　基本からアレンジまで 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しあわせレシピ３７＇仮（福田淳子著 東京書籍 くらしの实用書4/5

80 台所防災術　がんばらなくても大丈夫 坂本廣子著
坂本佳奈著農山漁村文化協会くらしの实用書4/下

81 金継ぎ一年生　本漆で、やきもの、ガラス、漆器まで直します 文化出版局編
山中俊彦指導文化出版局 くらしの实用書4/26

82 カンブリア宮殿　村上龍×経済人 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人が活きる会社村上龍著
テレビ東京報道局編日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済4/20

83 ひたすら読むエコノミクス 伊藤秀史著 有斐閣 ビジネス・くらしの経済4/中

84 山田香織のはじめての盆栽樹形 山田香織著 ＮＨＫ出版 すまいと住宅4/21

85 近藤典子の「暮らしの寸法」解読図鑑 ( 講談社Ｍｏｏｋ （ 近藤典子著 講談社 すまいと住宅4/6

86 かんたん！水耕栽培　土を使わないはじめての野菜づくり 新星出版社 すまいと住宅4/16

87 油作物　とことん活用読本 農文協著 農山漁村文化協会すまいと住宅4/下

88 あきらめない！アレルギー治療 渡辺隆文著
夫馬直实著ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学4/14

89 面白図解　はじめての“解剖学” ( 健康ライブラリー （ 高橋優三著
メディカル愛絵講談社 健康と家庭の医学4/26

90 首・肩・腕の痛みとしびれをとる本 ( 健康ライブラリーイラスト版（ 井須豊彦監修 講談社 健康と家庭の医学4/25

91 マンガと図解でよくわかる！乳房再建のすべて( 健康ライブラリー （ 佐武利彦著・監修
手丸かのこ絵講談社 健康と家庭の医学4/26

92 片頭痛 ( きっと上手くいく１０の解決法シリーズ（ ドーン・Ａ・マーカス著
大野裕監修創元社 健康と家庭の医学4/20

93 ＰＭＳってなんですか？ イライラ、無気力、悲しくなる…ＰＭＳとの正しいつきあい方池下育子著 東京書籍 健康と家庭の医学4/6

94 Ｄｒ．菊池の金属アレルギー診察室 菊池新著 東京堂出版 健康と家庭の医学4/9

95 「もの忘れ外来」１００問１００答＇仮（ 奥村歩著 阪急コミュニケーションズ健康と家庭の医学4/25

96 家族を依存症から救う本 加藤力著 河出書房新社 教育と福祉 4/20

97 アスペルガーの館 村上由美著 講談社 教育と福祉 4/2

98 発達障害を持つ子どものサインがわかる本 ( セレクトＢＯＯＫＳ　育ちあう子育て（ 塩川宏郷著 为婦の友社 教育と福祉 4/6

99 ピンピンコロリ体操 湯浅景元著 世界文化社 教育と福祉 4/10

100 不登校児　再生の島 奥野修司著 文芸春秋 教育と福祉 4/5

101 成年後見の財産管理＇仮（ 額田洋一著 学陽書房 くらしの法律4/下

102 図説　日本国憲法の誕生 ( ふくろうの本／日本の歴史（ 西修著 河出書房新社 くらしの法律4/12

103 過労自殺労災認定マニュアル 川人博著
平本綾子著旬報社 くらしの法律4/下

104 総務担当者のための暴力団排除条例入門 後藤啓二著 東洋経済新報社くらしの法律4/26

105 図説　オランダの歴史 ( ふくろうの本／世界の歴史（ 佐藤弘幸著 河出書房新社 歴史と紀行 4/13

106 戦前昭和の国家構想 ( 講談社選書メチエ５２８ （ 井上寿一著 講談社 歴史と紀行 4/下

107 日本の原爆 保阪正康著 新潮社 歴史と紀行 4/25

108 ビジュアル　大正クロニクル 近現代史編纂会著世界文化社 歴史と紀行 4/27

109 がんばれ　日本の商店街＇仮（ ( タツミムック （ 辰巳出版 歴史と紀行 4/17

110 人類の黎明 ( １００の物が語る世界の歴史１　　全３巻（ ニール・マクレガー著
東郷えりか訳筑摩書房 歴史と紀行 4/16

111 消えた駅舎　消える駅舎 松尾定行著 東京堂出版 歴史と紀行 4/中

112 大正大震災　忘却された断層 尾原宏之著 白水社 歴史と紀行 4/23



2012年4月新刊案内
Ｎｏ． 書名・シリーズ・受賞情報など 著者 出版者 ジャンル 刊行予定日

113 もういちど読む　山川地理 田辺裕著 山川出版社 歴史と紀行 4/26

114 日本語にとってカタカナとは何か ( 河出ブックス （ 山口謡司著 河出書房新社 日本の文化 4/10

115 図説　キリスト教会建築の歴史 ( ふくろうの本／世界の歴史（ 中島智章著 河出書房新社 世界の文化 4/16

116 古代エジプト文明 ( 講談社選書メチエ５２７ （ 大城道則著 講談社 世界の文化 4/10

117 ギリシャ人はなぜ働かないのか、ノルウェー人はなぜ幸せなのか＇仮（ 片野優著
須貝典子著　　　　　　草思社 世界の文化 4/13

118 私たちは“９９％”だ 『オキュパイ！ガゼット』編集部編
肥田美佐子訳　　　　　　　　　　　　湯浅誠解説岩波書店 現代社会 4/3

119 日本型安心社会の消失 山田昌弘著
塚崎公義著東洋経済新報社現代社会 4/6

120 震災後のことば　８．１５からの眼差し 吉本隆明著
野坂昭如著
山折哲雄ほか著日本経済新聞出版社現代社会 4/23

121 探求　エネルギーの世紀　上 ダニエル・ヤーギン著
伏見威藩訳日本経済新聞出版社現代社会 4/2

122 探求　エネルギーの世紀　下 ダニエル・ヤーギン著
伏見威藩訳日本経済新聞出版社現代社会 4/2

123 ３．１１から考える「家族」 真鍋弘樹著 岩波書店 現代社会 4/24

124 漁業という日本の問題 勝川俊雄著 ＮＴＴ出版 現代社会 4/12

125 つながりすぎた世界 ウィリアム・Ｈ・ダビドウ著
酒井泰介訳ダイヤモンド社現代社会 4/19

126 一からわかる　ＮＰＯ法人のつくりかた運営のしかた 熊谷則一ほか著 中央経済社 現代社会 4/13

127 日経　資源・食料・エネルギー地図 日本経済新聞社編日本経済新聞出版社現代社会 4/23

128 看取りの後に・・・葬儀・墓・供養 島内晴美著
大角修著双葉社 現代社会 4/10

129 ウイルスと地球生命 ( 岩波科学ライブラリー１９２（ 山内一也著 岩波書店 サイエンス 4/13

130 宇宙の謎　６５の発見物語 ポール・マーディン著
冨永星訳岩波書店 サイエンス 4/24

131 宇宙の渚   ～上空４００㎞の世界 ( ＮＨＫスペシャル （ ＮＨＫ取材班編著 ＮＨＫ出版 サイエンス 4/21

132 マーカス・チャウンの太陽系図鑑 マーカス・チャウン著
糸川洋訳オーム社 サイエンス 4/20

133 天才科学者のひらめき３６ リチャード・ゴーガン著
北川玲訳創元社 サイエンス 4/2

134 日本のバラ 大場秀章監修・文
松本路子写真淡交社 サイエンス 4/18

135 時間と宇宙のすべて ( ハヤカワ・ポピュラーサイエンス（ アダム・フランク著
水谷淳訳早川書房 サイエンス 4/19

136 センサが一番わかる ( しくみ図解 （ 松本光春著 技術評論社 テクノロジー4/11

137 ワイヤレスが一番わかる ( しくみ図解 （ 小暮裕明著
小暮芳江著技術評論社 テクノロジー4/11

138 バスケットボール　監督・コーチ入門 田渡優監修 池田書店 芸術・スポーツ4/6

139 竹久夢二「デザイン」モダンガールの宝箱 石川桂子著 講談社 芸術・スポーツ4/5

140 ゼロから始めるラクロス ( ＬＥＶＥＬ　ＵＰ　ＢＯＯＫ （ 大久保宜浩監修 实業之日本社 芸術・スポーツ4/4

141 絵ごころを育てよう　なぜ、あなたの描く犬は犬に見えないのか？ 園田誠著 秀和システム 芸術・スポーツ4/下

142 大人の運動音痴が良くなる本 深代千之著 すばる舎 芸術・スポーツ4/19

143 浮世絵の見方 松井英男著 誠文堂新光社 芸術・スポーツ4/

144 バテない体をつくる　登山エクササイズ 大森義彦監修 誠文堂新光社 芸術・スポーツ4/12

145 もっと知りたいシャガール　生涯と作品 木島俊介著 東京美術 芸術・スポーツ4/中

146 これなら描けそう水墨画＇仮（ 栗原虎仙著 日貿出版社 芸術・スポーツ4/10

147 山下清　放浪の日本地図 ( 別冊太陽　太陽の地図帖１３（ 山下浩監修 平凡社 芸術・スポーツ4/17

148 楽しい乗馬ビジュアルテキスト ジョー・バード著
楠瀬良訳・監修緑書房 芸術・スポーツ4/16

149 街場の読書論 内田樹著 太田出版 ライブラリアン4/14

150 絵本作家という仕事＇仮（ 講談社編
五十嵐千恵子構成講談社 ライブラリアン4/26

151 ブックガイド　東大教師が新入生にすすめる本 東京大学出版会「ＵＰ」編集部編東京大学出版会ライブラリアン4/20

152 いろいろ　おふろはいり隊 穂高順也作
西村敏雄絵教育画劇 児童読み物 4/上

153 はまべには　いしが　いっぱい レオ＝レオニ作・絵
谷川俊太郎訳好学社 児童読み物 4/中

154 おめでとう！ ( いもとようこのおひさま絵本シリーズ（ くすのきしげのり原作
いもとようこ文・絵佼成出版社 児童読み物 4/15

155 ＡＢＣの　おはなし ( 講談社の創作絵本 （ 杉田豊作・絵 講談社 児童読み物 4/5

156 セロ弾きのゴーシュ 宮沢賢治原作
藤城清治文・絵講談社 児童読み物 4/17

157 でも、わすれないよ　ベンジャミン ( 講談社の翻訳絵本 （ エルフィ・ネイセ作
エリーネ・ファンリンデハウゼ絵
野坂悦子訳講談社 児童読み物 4/26

158 わるいことがしたい！ 沢木耕太郎作
ミスミヨシコ絵講談社 児童読み物 4/5

159 サリーの愛する人 ( サリーの青春３　全３巻 （ エリザベス・オハラ作
もりうちすみこ訳さ・え・ら書房 児童読み物 4/上

160 サバンナのむかしがたり　岩をたたくウサギ よねやまひろこ再話
シリグ村の女たち絵新日本出版社 児童読み物 4/20

161 けんかに　かんぱい！ 宮川ひろ作
小泉るみ子絵童心社 児童読み物 4/上

162 おもちゃびじゅつかんで かくれんぼ デイヴィッド・ルーカス作・絵
なかがわちひろ訳徳間書店 児童読み物 4/11

163 ライオンがいないどうぶつ園 フレート・ロドリアン作
ヴェルナー・クレムケ絵
たかはしふみこ訳徳間書店 児童読み物 4/11

164 うみのおまつり　どどんとせ ( ばばばあちゃんの絵本 （ さとうわきこ作・絵 福音館書店 児童読み物 4/4

165 お父さん、牛になる ( 福音館創作童話シリーズ（ 晴居彗星作
ささめやゆき画福音館書店 児童読み物 4/18

166 ダヤンと恐竜のたまご ( ダヤンの冒険物語２ （ 池田あきこ著 ほるぷ出版 児童読み物 4/下

167 だれも知らない　犬たちのおはなし エミリー・ロッダ著
山西ゲンイチ絵
さくまゆみこ訳あすなろ書房 児童読み物 4/下

168 おうしげきだん スズキコージ作
伊藤秀男絵岩崎書店 児童読み物 4/23
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169 かっぱのこいのぼり 内田麟太郎作
山本孝絵岩崎書店 児童読み物 4/6

170 テディ・ロビンソンのたんじょう日 ジョーン・Ｇ・ロビンソン作・絵
小宮由訳岩波書店 児童読み物 4/26

171 なみだでくずれた万里の長城 唐亜明作
蔡皋絵 岩波書店 児童読み物 4/24

172 魔法のハサミがやってきた！ ( バーバー・ルーナのお実さま１　２００６年ボローニャ国際絵本原画展入選作品（ 岡田貴久子作
ふじしまえみこ絵偕成社 児童読み物 4/上

173 よろしくともだち ( おれたち、ともだち！ （ 内田麟太郎作
降矢なな絵偕成社 児童読み物 4/27

174 くまの木をさがしに 佐々木マキ作・絵 教育画劇 児童読み物 4/上

175 かみさまはいる　いない？ 谷川俊太郎作
清川あさみ絵クレヨンハウス 児童読み物 4/下

176 おかあちゃんがつくったる ( 講談社の創作絵本 （ 長谷川義史作・絵 講談社 児童読み物 4/26

177 おひさまやのおへんじシール 茂市久美子作
よしざわけいこ絵講談社 児童読み物 4/20

178 世界の果ての魔女学校 石崎洋司著
平澤朊子絵講談社 児童読み物 4/26

179 ねむねむくんとねむねむさん 片山令子作
片山健絵のら書店 児童読み物 4/20

180 グランパ・グリーンの庭 ※２０１２年コールデコット・オナー賞受賞作品レイン・スミス作・絵
青山南訳ＢＬ出版 児童読み物 4/20

181 エディの　ごちそうづくり ( 福音館の科学シリーズ （ サラ・ガーランド作・絵
まきふみえ訳福音館書店 児童読み物 4/11

182 キュッパのはくぶつかん オーシル・カンスタ・ヨンセン作・絵
ひだにれいこ訳福音館書店 児童読み物 4/11

183 ガリバーの冒険 井上ひさし文
安野光雅絵文芸春秋 児童読み物 4/上

184 きみの声がききたいよ！ ( マーヴィン・レッドポストシリーズ４（ ルイス・サッカー作
むかいながまさ画
はらるい訳文研出版 児童読み物 4/30

185 バッタさんのせかい エルンスト・クライドルフ作・絵
佐々木田鶴子訳ほるぷ出版 児童読み物 4/下

186 おっちゃん、なんで外で寝なあかんの？ 生田武志著
下平けーすけ絵あかね書房 児童ノンフィクション4/下

187 すごいぞ！「しんかい６５００」 山本省三文
友永たろ画くもん出版 児童ノンフィクション4/下

188 命がこぼれおちる前に 今西乃子文
浜田一男写真佼成出版社 児童ノンフィクション4/23

189 しごとば　東京スカイツリーをつくる 鈴木のりたけ作・絵ブロンズ新社 児童ノンフィクション4/18

190 なぜカツラは大きくなったのか？ キャスリーン・クルル著
ピーター・マローン絵
みやさかひろみ
訳あすなろ書房 児童ノンフィクション4/下

191 表現・創作ダンス ( めざせ！ダンスマスター１　全３巻（ 村田芳子監修 岩崎書店 児童ノンフィクション4/上

192 フォークダンス ( めざせ！ダンスマスター２　全３巻（ 日本フォークダンス連盟監修岩崎書店 児童ノンフィクション4/上

193 リズムダンス ( めざせ！ダンスマスター３　全３巻（ 日本ストリートダンス協会＇ＪＳＤＡ（ほか監修岩崎書店 児童ノンフィクション4/上

194 せいふく図鑑　あこがれ！おしごと 科学編集室編 学研マーケティング児童ノンフィクション4/17

195 身近な魚のものがたり　イワシ・サンマ・アジ・サバのふしぎ 河野博監修　　　　　　小泉光久文
高山ケンタ画
くもん出版 児童ノンフィクション4/上

196 錯覚の大研究　しくみから实験・観察まで ( 楽しい調べ学習シリーズ（ 北岡明佳監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション4/9

197 いつか蝶になる日まで 小森香折作
柴田純与絵偕成社 ヤングアダルト4/中

198 いきもののへんなかお ネイチャープロ編集室編幻冬舎 ヤングアダルト4/

199 なぜねこは幸せに見えるの？ 左近司祥子著 講談社 ヤングアダルト4/17

200 ほんとうの「ドラッグ」 ( 世の中への扉 （ 近藤恒夫著 講談社 ヤングアダルト4/19

201 「国際協力」をやってみませんか？ 山本敏晴著 小学館 ヤングアダルト4/11

202 くるくるコンパス 越谷オサム著 ポプラ社 ヤングアダルト4/中

203 サイエンス・クエスト　科学の冒険 アイリック・ニュート著
枇谷玲子訳ＮＨＫ出版 ヤングアダルト4/28

204 お菓子の本の旅 小手鞠るい著
松倉香子絵講談社 ヤングアダルト4/20

205 境界をこえる ( １５歳の寺子屋 （ 安藤忠雄著 講談社 ヤングアダルト4/10

206 月の尐年 沢木耕太郎著
浅野隆広絵講談社 ヤングアダルト4/2

207 青春ぱんだバンド ※２００９年第３回きらら文学賞受賞作品瀧上耕著 小学館 ヤングアダルト4/26

208 Ｒｅ：＇ヘンシン（ 野島伸司著 小学館 ヤングアダルト4/24

209 たのしく学ぼう　お天気の学校１２ヵ月 池田洋人著 東京堂出版 ヤングアダルト4/上

210 中学生からの放射能入門＇仮（ 澤田哲生監修
オフィスＪＢ編双葉社 ヤングアダルト4/24

211 宇宙に行ってわかったこと＇仮（ 古川聡著
林公代著　　　　　　　　毎日新聞科学環境部著毎日新聞社 ヤングアダルト4/下


