
2012年5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

1 神渡し 犬飼六岐著 角川グループパブリッシング日本文芸書 5/25

2 時の流れを超えて（仮） 鳴海章著 角川グループパブリッシング日本文芸書 5/

3 Ｋ 三木卓著 講談社 日本文芸書 5/21

4 言霊たちの夜 深水黎一郎著 講談社 日本文芸書 5/23

5 定吉七番の復活 東郷隆著 講談社 日本文芸書 5/15

6 燃焼のための習作 堀江敏幸著 講談社 日本文芸書 5/23

7 叛鬼 伊東潤著 講談社 日本文芸書 5/15

8 終活ファッションショー 安田依央著 集英社 日本文芸書 5/31

9 とうへんぼくで、ばかったれ 朝倉かすみ著 新潮社 日本文芸書 5/22

10 幼少の帝国　成熟を拒否する日本人 阿部和重著 新潮社 日本文芸書 5/22

11 金貸しから物書きまで 広小路尚祈著 中央公論新社日本文芸書 5/25

12 御隠居忍法　しのぶ恋 高橋義夫著 中央公論新社日本文芸書 5/25

13 刻命 末浦広海著 中央公論新社日本文芸書 5/25

14 「そこそこ」でいきましょう 岸本葉子著 中央公論新社日本文芸書 5/10

15 学生時代にやらなくてもいい２０のこと 朝井リョウ著 文芸春秋 日本文芸書5/下

16 深海魚雨太郎の呼び声　上 丸山健二著 文芸春秋 日本文芸書5/上

17 深海魚雨太郎の呼び声　下 丸山健二著 文芸春秋 日本文芸書5/上

18 日本銀行を創った男 渡辺房男著 文芸春秋 日本文芸書5/上

19 信長死すべし 山本兼一著 角川グループパブリッシング日本文芸書 5/25

20 群ようこの良品カタログ２ 群ようこ著 角川グループパブリッシング日本文芸書 5/

21 ラブソファに、ひとり 石田衣良著 角川グループパブリッシング日本文芸書 5/28

22 実験的経験　ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ　ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ 森博嗣著 講談社 日本文芸書 5/23

23 大幽霊烏賊（ダイユウレイイカ）　名探偵面鏡真澄（メイタンテイイジカマスミ）首藤瓜於著 講談社 日本文芸書 5/16

24 日御子 帚木蓬生著 講談社 日本文芸書 5/24

25 あなたが愛した記憶 誉田哲也著 集英社 日本文芸書 5/31

26 窓の向こうのガーシュウィン 宮下奈都著 集英社 日本文芸書 5/25

27 ももこのまんねん日記　２０１２ さくらももこ著 集英社 日本文芸書 5/31

28 彼女の存在、その破片 野中柊著 小学館 日本文芸書 5/28

29 生ききる力 瀬戸内寂聴著 新潮社 日本文芸書 5/29

30 勝ち逃げの女王 ( 君たちに明日はない４ ）垣根涼介著 新潮社 日本文芸書 5/22

31 尋ね人 谷村志穂著 新潮社 日本文芸書 5/22

32 江戸へ吹く風　安房水軍奮戦記 岩井三四二著 文芸春秋 日本文芸書5/上

33 鍵のない夢を見る 辻村深月著 文芸春秋 日本文芸書5/上

34 衆 堂場瞬一著 文芸春秋 日本文芸書5/下

35 随筆集　一日 西村賢太著 文芸春秋 日本文芸書5/下

36 すみれ 青山七恵著 文芸春秋 日本文芸書5/上

37 武曲（ムコク） 藤沢周著 文芸春秋 日本文芸書5/下

38 平賀源内 白石かおる著 幻冬舎 日本文芸書5/下

39 トラップハウス 石持浅海著 光文社 日本文芸書 5/17

40 笑う娘道成寺 鯨統一郎著 光文社 日本文芸書 5/17

41 秋霧の街 ( 神山健介シリーズ４ ）柴田哲孝著 祥伝社 日本文芸書 5/

42 事件でござるぞ、太郎冠者 井上尚登著 祥伝社 日本文芸書 5/

43 ふたり、幸村 山田正紀著 徳間書店 日本文芸書 5/15

44 黒猫の接吻あるいは最終講義 森晶麿著 早川書房 日本文芸書 5/

45 Ｄｅｌｉｖｅｒｙ ( ハヤカワＳＦシリーズＪコレクション）八杉将司著 早川書房 日本文芸書 5/

46 痛み（仮） 貫井徳郎著
誉田哲也著
福田和代著双葉社 日本文芸書 5/15

47 ダブルトーン 梶尾真治著 平凡社 日本文芸書 5/23

48 鳥のうた、魚のうた 小島水青著 メディアファクトリー日本文芸書 5/31

49 夜をぶっとばせ（仮） 井上荒野著 朝日新聞出版日本文芸書 5/16

50 新・病葉流れて（仮） 白川道著 幻冬舎 日本文芸書 5/9

51 プライベート・ドラゴン（仮） 村山由佳著 幻冬舎 日本文芸書 5/23

52 光 道尾秀介著 光文社 日本文芸書5/下

53 漏洩　　 ( 素行調査官３ ）笹本稜平著 光文社 日本文芸書 5/17

54 夜の国のクーパー 伊坂幸太郎著 東京創元社 日本文芸書 5/29

55 うふふな日々（仮） あさのあつこ著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 5/11

56 霖雨（りんう） 葉室麟著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 5/9
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57 ロボポカリプス ダニエル・ウィルソン著角川グループパブリッシング外国文芸書 5/

58 愛を知らなかった子　実母にネグレクトされた少女が家族を得るまで※ピューリッツア賞受賞作品ダイアン＆バーニー・リーロウ著
庭田よう子訳講談社 外国文芸書 5/17

59 ラミュ作品集 シャルル＝フェルディナン・ラミュ著
佐原隆雄訳国書刊行会 外国文芸書 5/21

60 ワールズ・エンド マーク・チャドボーン著
木村京子訳国書刊行会 外国文芸書 5/

61 ブラッドベリ、自作を語る レイ・ブラッドベリ著
サム・ウェラー著
小川高義訳晶文社 外国文芸書5/下

62 女が嘘をつくとき ( 新潮クレスト・ブックス ） リュドミラ・ウリツカヤ著
沼野恭子訳新潮社 外国文芸書 5/31

63 トガニ　幼き瞳の告発 孔枝泳著
蓮池薫訳新潮社 外国文芸書 5/31

64 ブルックリン・フォリーズ ポール・オースター著
柴田元幸訳新潮社 外国文芸書 5/31

65 ぼくが逝った日 ※２０１１年ゴンクール賞処女作賞受賞作品ミシェル・ロスタン著
田久保麻理訳白水社 外国文芸書 5/

66 パンづくりに困ったら読む本 梶原慶春著
浅田和宏著池田書店 くらしの実用書5/9

67 ５つのスパイスだけで作れる！はじめてのインド家庭料理( 講談社のお料理ＢＯＯＫ）香取薫著 講談社 くらしの実用書5/10

68 子どもに食べさせたい　バオバブ保育園の安心おやつ バオバブ保育園監修家の光協会 くらしの実用書5/25

69 わたしのとっておきサラダ 渡辺有子著
飛田和緒ほか著家の光協会 くらしの実用書5/25

70 男の休日着こなしの方程式 森岡弘著 講談社 くらしの実用書5/17

71 ずっと作りつづけたい　３時のおやつ ( 講談社のお料理ＢＯＯＫ）川上文代著 講談社 くらしの実用書5/24

72 おいしい＆ヘルシー　感動お酢レシピ 为婦の友社編 为婦の友社 くらしの実用書5/30

73 すぐにおいしい！　缶詰・乾物レシピ 小田真規子著 ＰＨＰ研究所 くらしの実用書5/7

74 子どもを大学に行かせるお金の話 久米忠史著 为婦の友社 ビジネス・くらしの経済5/16

75 トコトンわかる　株式会社のつくり方 原尚美著
吉田秀子著新星出版社 ビジネス・くらしの経済5/22

76 図で読む！日本経済 小宮一慶監修
門出希著日経ＢＰマーケティングビジネス・くらしの経済5/28

77 情報を「調べて・まとめて・伝える」技術 近藤光雄著
小田宜夫著日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済5/28

78 多肉植物 ( ＮＨＫ趣味の園芸　よくわかる栽培１２か月）長田研著 ＮＨＫ出版 すまいと住宅5/17

79 園芸図鑑　家庭果樹 三上常夫著
若林芳樹著
小林隆行著柏書房 すまいと住宅5/25

80 盆栽のいろは（仮） 日本盆栽協会編 自由国民社 すまいと住宅5/中

81 建物が語る日本の１００年 共同通信社著 東京書籍 すまいと住宅5/

82 男によく効くツボを正しく押せる本 邱淑惠（ｷｭｰｽｰｴ）監修学研マーケティング健康と家庭の医学5/8

83 解離性障害のことがよくわかる本 ( 健康ライブラリーイラスト版）柴山雅俊監修 講談社 健康と家庭の医学5/16

84 ＮＨＫきょうの健康　この病気・症状に！漢方薬事典 嶋田豊監修
「きょうの健康」番組制作班ほか編为婦と生活社 健康と家庭の医学5/25

85 図解　やさしくわかる強迫性障害 原井宏明著
岡嶋美代著ナツメ社 健康と家庭の医学5/上

86 悩めるママに贈る心のヒント　～子育ての本音スイッチ 大日向雅美監修
ＮＨＫ出版編ＮＨＫ出版 教育と福祉 5/25

87 子どもを動かす５０コーチング（仮） 神谷和宏著 金子書房 教育と福祉 5/下

88 親の退院までに必ずコレだけ！しなければならないこと 長岡美代著 すばる舎 教育と福祉 5/18

89 発達が気になる子　Ｑ＆Ａガイド 杉山登志郎ほか著東京書籍 教育と福祉 5/下

90 図解とＱ＆Ａでわかる　夫婦・親子の法律マニュアル 弁護士監修 三修社 くらしの法律5/中

91 入門図解　最新　労働法のしくみ 弁護士監修 三修社 くらしの法律5/中

92 森村誠一の松尾芭蕉の杖跡 森村誠一著 角川グループパブリッシング歴史と紀行 5/16

93 ヴェネツィア物語 ( とんぼの本 ）塩野七生著
宮下規久朗著新潮社 歴史と紀行 5/25

94 ミッドウェー海戦　第一部　知略と驕慢 ( 新潮選書 ）森史朗著 新潮社 歴史と紀行 5/25

95 ミッドウェー海戦　第二部　運命の日 ( 新潮選書 ）森史朗著 新潮社 歴史と紀行 5/25

96 世界の市場めぐり ジョン・ブラントン著
岡崎秀訳日経ＢＰマーケティング歴史と紀行 5/28

97 茶碗と茶室　茶の湯に未来はあるか ( とんぼの本 ）樂吉左衛門著
木村宗慎著
川瀬敏郎著新潮社 日本の文化 5/25

98 いにしえの香り　古典にみる「にほひ」の世界 樋口百合子著 淡交社 日本の文化 5/11

99 ９割の日本人が知らない「日本語のルール」 佐々木瑞枝著 中経出版 日本の文化 5/

100 日本朋飾史 増田美子編 東京堂出版 日本の文化 5/

101 あらすじで読み解く　古事記神話 三浦佑之著 文芸春秋 日本の文化5/上

102 ４７都道府県・伝統行事百科 神崎宣武著 丸善出版 日本の文化5/中

103 中国の世界遺産（仮） Ｌｕｏ　Ｚｈｅｗｅｎ著
Ｌｉ　Ｍｉｎ著エクスナレッジ世界の文化 5/23

104 図説　ジプシー ( ふくろうの本／世界の歴史）関口義人著 河出書房新社世界の文化 5/21

105 図説　密教の世界 ( ふくろうの本／世界の文化）正木晃著 河出書房新社世界の文化 5/10

106 説き語り　中国書史 ( 新潮選書 ）石川九楊著 新潮社 世界の文化 5/25

107 キーワードで読む現代日本社会 中西新太郎編
蓑輪明子編旬報社 現代社会 5/8

108 超高齢化社会 高橋元著　　　　　　　　都市化研究公室編中央経済社 現代社会 5/

109 格差の世界地図 岸上伸啓著 丸善出版 現代社会 5/

110 孤族の国 朝日新聞「孤族」取材班著朝日新聞出版現代社会 5/18

111 それでも、家族は続く 信田さよ子著 ＮＴＴ出版 現代社会 5/10

112 ルポ　子どもの貧困 保坂渉著　　　　　　　池谷孝司著光文社 現代社会 5/17
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113 ほんとうの診断学　「死因不明社会」を許さない( 新潮選書 ）海堂尊著 新潮社 現代社会 5/25

114 それをお金で買いますか　市場为義の世界 ( ハヤカワ・ノンフィクション） マイケル・サンデル著
鬼澤忍訳早川書房 現代社会 5/

115 週末ナチュラリストのすすめ ( 岩波科学ライブラリー１９３） 谷本雄治著 岩波書店 サイエンス 5/25

116 進化　生命のたどる道 カール・ジンマー著
長谷川眞理子／日本語版監修岩波書店 サイエンス 5/29

117 金星をおいかけて（仮） アンドレア・ウルフ著角川グループパブリッシングサイエンス 5/

118 美を感じる脳（仮） Ｖ・Ｓ・ラマチャンドラン著
山下篤子訳角川グループパブリッシングサイエンス 5/25

119 海藻 ( ネイチャーウォッチングガイドブック）神谷充伸監修　　　　阿部秀樹著
野田三千代著誠文堂新光社サイエンス 5/14

120 タイムトラベルはできるだろうか？（仮） ( Ｎｅｗｔｏｎ別冊 ） ニュートンプレスサイエンス 5/28

121 小石、地球の来歴を語る ヤン・ザラシーヴィッチ著
江口あとか訳みすず書房 サイエンス 5/中

122 コンピューターおばあちゃんといっしょに学ぶはじめてのｉＰａｄ入門 大川加世子監修 角川グループパブリッシング（発売）／アスキーメディアワークス（発行）テクノロジー5/

123 電気の基礎が一番わかる ( しくみ図解 ）堀田厚生著 技術評論社 テクノロジー5/

124 絵でわかるスーパーコンピュータ ( ＫＳ絵でわかるシリーズ）姫野龍太郎著 講談社 テクノロジー5/28

125 図解入門　抗菌・殺菌の基本と仕組み 高麗寛紀著 秀和システム テクノロジー5/

126 「センサ」のキホン ( イチバンやさしい理工系シリーズ）都甲潔著　　　　　　　单戸秀仁著
高野則之著　　　　　　小野寺武著ソフトバンククリエイティブテクノロジー5/中

127 トコトンやさしいフッ素の本 ( 今日からモノ知りシリーズ）山辺正顕監修
Ｆ＆Ｆインターナショナル編著日刊工業新聞社テクノロジー5/下

128 心・技・体を強くする！　剣道練習メニュー２００　武道編 香田郡秀監修 池田書店 芸術・スポーツ5/上

129 日本レスリングの物語 柳澤健著 岩波書店 芸術・スポーツ5/24

130 バイエルの謎　日本文化になったピアノ教則本 安田寛著 音楽之友社 芸術・スポーツ5/15

131 防ごう！直そう！スポーツのケガ 山本利春著 河出書房新社芸術・スポーツ5/21

132 確実に上達する　ソフトバレーボール ( ＬＥＶＥＬ　ＵＰ　ＢＯＯＫ ）日本ソフトバレーボール連盟監修実業之日本社芸術・スポーツ5/上

133 柔の恩人 ※第１８回小学館ノンフィクション大賞受賞作品小倉孝保著 小学館 芸術・スポーツ5/15

134 まるごとヴァイオリンの本 石田朊也著 青弓社 芸術・スポーツ5/下

135 色鉛筆の練習帖３６５ 河合ひとみ著 誠文堂新光社芸術・スポーツ5/14

136 松本竣介の世界 ( コロナ・ブックス１７０ ） 原田光監修 平凡社 芸術・スポーツ5/23

137 スポーツの世界地図 阿部生雄著 丸善出版 芸術・スポーツ5/

138 道ばたのイモムシ　ケムシ みんなで作る日本産蛾類図鑑編
川上洋一文・構成東京堂出版 レファレンス5/下

139 本棚の中のニッポン　海外の日本図書館と日本研究 江上敏哲著 笠間書院 ライブラリアン5/11

140 追悼　吉本隆明 ( ＫＡＷＡＤＥ夢ムック ） 河出書房新社ライブラリアン5/14

141 博物館資料取扱いガイドブック 日本博物館協会編ぎょうせい ライブラリアン5/中

142 ビジュアル版　本の歴史文化図鑑 マーティン・ライアンズ著
蔵持不三也監訳柊風舎 ライブラリアン5/中

143 ２１世紀の世界文学３０冊を読む 都甲幸治著 新潮社 ライブラリアン5/29

144 愉快な本と立派な本 丸谷才一著
池澤夏樹著毎日新聞社 ライブラリアン5/

145 旅はみちづれ地獄ツアー ( 妖怪道中膝栗毛３　全５巻）三田村信行作
十々夜絵あかね書房 児童読み物5/下

146 ないしょのおしごと　ひきうけます ( おばけやさん２ ） おかべりか作・絵 偕成社 児童読み物5/中

147 あたらしいはやくちことば　しょくぶつ ( 講談社の創作絵本 ）平田昌広作・絵 講談社 児童読み物 5/24

148 シールの　かくれんぼ ( 講談社の創作絵本)　※第３３回講談社絵本新人賞受賞作品定岡フミヤ作・絵 講談社 児童読み物 5/28

149 ミュージック・ツリー ( 世界の絵本 ）アンドレ・ダーハン作・絵
きたやまようこ訳講談社 児童読み物 5/17

150 よるの美容院 市川朔久子著 講談社 児童読み物 5/22

151 うちはお人形の修理屋さん ヨナ・ゼルディス・マクドノー作
杉浦さやか絵
おびかゆうこ訳徳間書店 児童読み物 5/10

152 おとうさんのかさ 三浦太郎作・絵 のら書店 児童読み物 5/

153 ニニのゆめのたび アニタ・ローベル作・絵
まつかわまゆみ訳評論社 児童読み物 5/25

154 いつでも星を メアリ・リン・レイ文
マーラ・フレイジー絵
長田弘訳ブロンズ新社 児童読み物5/下

155 あまがえる先生 ( ポプラ社の絵本１０ ） まつおかたつひで作・絵ポプラ社 児童読み物5/中

156 アルフィーのいえで ケネス・Ｍ・カドウ作
ローレン・カスティーヨ絵
佐伯愛子訳ほるぷ出版 児童読み物 5/

157 じゆうをめざして シェーン・Ｗ・エヴァンズ作・絵
さくまゆみこ訳ほるぷ出版 児童読み物5/上

158 あかにんじゃ 穂村弘作
木内達朗絵岩崎書店 児童読み物 5/

159 なみだひっこんでろ 岩瀬成子作
上路ナオ子絵岩崎書店 児童読み物 5/

160 モーディとくま ※２０１１年度オーストラリア児童図書賞受賞作品ジャン・オーメロッド文
フレヤ・ブラックウッド絵
角田光代訳岩崎書店 児童読み物 5/

161 願いのかなう　まがり角 岡田淳作絵 偕成社 児童読み物 5/23

162 みょうがやど ( 落語絵本 ）川端誠作・絵 クレヨンハウス児童読み物 5/

163 ふたごのしろくま　ねえ、おんぶの巻 ( 講談社の創作絵本 ）あべ弘士作・絵 講談社 児童読み物 5/30

164 ペンギンがっしょうだん ( どうわがいっぱい ）斉藤洋作
高畠純絵講談社 児童読み物 5/10

165 みさき食堂へようこそ ( わくわくライブラリー ）香坂直作
北沢平祐絵講談社 児童読み物 5/28

166 名探偵犬バディ１　消えた少年のひみつ ( 全３巻)　　※２０１１年度エドガー・アラン・ポー賞児童図書賞受賞作品ドリー・ヒルスタッド・バトラー作
うしろだなぎさ絵
もりうちすみこ訳国土社 児童読み物5/中

167 世界一力もちの女の子のはなし ( マジカル・チルドレン１　全３巻）サリー・ガードナー作
三辺律子訳小峰書店 児童読み物5/下

168 くまだっこ デイヴィッド・メリング作・絵
田中亜希子訳小学館 児童読み物 5/23
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169 ぴたっとヤモちゃん 石井聖岳作・絵 小学館 児童読み物 5/15

170 げんききゅうしょく　いただきます！ ( 絵本・こどものひろば ）つちだよしはる作・絵童心社 児童読み物 5/16

171 フウちゃんクウちゃんロウちゃんのふくろうがっこう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ーさかなをとろうのまきーいとうひろし作・絵 徳間書店 児童読み物 5/10

172 そうじきのつゆやすみ（仮） ( ＰＨＰとっておきのどうわ）村上しいこ作
長谷川義史絵ＰＨＰ研究所 児童読み物 5/22

173 おうさまのおひっこし ( 日本傑作絵本シリーズ ）牡丹靖佳作・絵 福音館書店 児童読み物 5/16

174 ドレスを着た男子 ( 世界傑作童話シリーズ ）デイヴィッド・ウォリアムズ作
クェンティン・ブレイク画福音館書店 児童読み物 5/16

175 だれの　たまご 斉藤洋作
高畠那生絵フレーベル館 児童読み物 5/

176 うそついちゃった　ねずみくん ( ねずみくんの絵本２９ ） なかえよしを作
上野紀子絵ポプラ社 児童読み物5/中

177 おつかいま　なんかじゃありません ( ポプラ物語館４２ ）柏葉幸子作
つちだのぶこ絵ポプラ社 児童読み物5/上

178 はなかっぱとはねかっぱ（仮） あきやまただし作・絵メディアファクトリー児童読み物 5/31

179 近海のさかな ( さかなクンと中村征夫の海のおさかな大百科４　第２期　全３巻） さかなクン著
中村征夫著新日本出版社児童ノンフィクション5/15

180 ３６５日出会う大自然　昆虫 海野和男著 誠文堂新光社児童ノンフィクション5/

181 裁判のしくみ絵事典（仮） ( 楽しい調べ学習シリーズ）村和男監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション5/22

182 熱帯雨林のコレクション ( ふしぎコレクション７ ）横塚眞己人写真・文フレーベル館 児童ノンフィクション5/下

183 ずら～りイモムシ　ならべてみると… ( ならべてみると… ）安田守写真
高岡昌江文アリス館 児童ノンフィクション5/15

184 しらべてあそぼう　この地図だれのもの？ ＮＨＫ「知っトク地図帳」制作班協力
ＮＨＫ出版編ＮＨＫ出版 児童ノンフィクション5/26

185 なぜ？の図鑑 学研マーケティング　　　　　　　　　　ニユーワイド学研の図鑑シリーズ児童ノンフィクション6/22

186 こども大図鑑　宇宙 ( こども大図鑑シリーズ ）キャロル・ストット著
ジャクリーン・ミットン監修河出書房新社児童ノンフィクション5/15

187 １０才までに知っておきたい日本まるごとガイドブック 池上彰監修 小学館 児童ノンフィクション5/22

188 もののはかりかた大研究 ( 楽しい調べ学習シリーズ）瀧澤美奈子著 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション5/15

189 しっているようでしらない五輪 ( しらべよう！かんがえよう！オリンピック１　全４巻） ニック・ハンター原著
稲葉茂勝訳・著ベースボール・マガジン社児童ノンフィクション5/23

190 ＪＩＳＳ国立スポーツ科学センターのアスリートレシピ 国立スポーツ科学センター著为婦と生活社 ヤングアダルト5/18

191 親子で学ぶ数学図鑑 キャロル・ヴォーダマン著
渡辺滋人訳創元社 ヤングアダルト5/11

192 日本のエネルギー、これからどうしますか？ ( シリーズ　中学生の質問箱）小出裕章著 平凡社 ヤングアダルト5/25

193 極貧！セブンティーン 黒野伸一著 理論社 ヤングアダルト5/中

194 七夜物語　上 川上弘美著 朝日新聞出版ヤングアダルト5/18

195 七夜物語　下 川上弘美著 朝日新聞出版ヤングアダルト5/18

196 ほかの誰も薦めなかったとしても今のうちに読んでおくべきだと思う本を紹介します。角田光代著
森絵都著
恩田陸
小池龍之介ほか著河出書房新社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４歳の世渡り術ヤングアダルト5/21

197 池上彰の講義の時間　高校生からわかる原子力 池上彰著 集英社 ヤングアダルト5/25

198 人生を面白くする！仕事ハッケン術 宋文洲著
ＮＨＫ「仕事ハッケン伝」制作班編为婦と生活社 ヤングアダルト5/25

199 心のナイフ　混沌の叫び１　　上 ( 三部作)　　※ガーディアン賞ほか受賞作品パトリック・ネス著
金原瑞人訳　　　　　　　樋渡正人訳東京創元社 ヤングアダルト5/29

200 心のナイフ　混沌の叫び１　　下 ( 三部作)　　※ガーディアン賞ほか受賞作品パトリック・ネス著
金原端人訳　　　　　　　　　　　樋渡正人訳東京創元社 ヤングアダルト5/29


