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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 ふくろう 梶よう子著 講談社 日本文芸書 6/14

2 森の家 千早茜著 講談社 日本文芸書 6/14

3 野球小僧 島村洋子著 講談社 日本文芸書 6/29

4 やりたいことは二度寝だけ 津村記久子著 講談社 日本文芸書 6/7

5 ラバー・ソウル 井上夢人著 講談社 日本文芸書 6/6

6 歴史のクロスワード 中村彰彦著 講談社 日本文芸書 6/26

7 雷の波濤 ( 満州国演義７ ） 船戸与一著 新潮社 日本文芸書 6/22

8 ハチミツ 橋本紡著 新潮社 日本文芸書 6/22

9 よみがえる力は、どこに 城山三郎著 新潮社 日本文芸書 6/22

10 川の光・外伝 松浦寿輝著 中央公論新社 日本文芸書 6/25

11 不滅の書 萩耿介著 中央公論新社 日本文芸書 6/25

12 かけおちる 青山文平著 文芸春秋 日本文芸書 6/18

13 佐助を討て 犬飼六岐著 文芸春秋 日本文芸書 6/5

14 烏に単は似合わない ※第１９回松本清張受賞作品阿部智里著 文芸春秋 日本文芸書 6/22

15 泣き虫弱虫諸葛孔明 第３部 酒見賢一著 文芸春秋 日本文芸書 6/20

16 惜櫟荘(ｾｷﾚｷｿｳ)だより 佐伯泰英著 岩波書店 日本文芸書 6/20

17 刺客．ＣＯＭ 曽根圭介著 角川グループパブリッシング日本文芸書 6/

18 二重生活 小池真理子著 角川グループパブリッシング日本文芸書 6/27

19 夢より短い旅の果て 柴田よしき著 角川グループパブリッシング日本文芸書 6/

20 残月あそび 村松友視著 河出書房新社 日本文芸書 6/15

21 最果てアーケード 小川洋子著 講談社 日本文芸書 6/20

22 チマチマ記 長野まゆみ著 講談社 日本文芸書 6/26

23 東京タワーが見えますか。 江上剛著 講談社 日本文芸書 6/14

24 １３の“アウトサイド”短篇集（仮） 本谷有希子著 講談社 日本文芸書 6/20

25 もう、忘れたの？ 酒井順子著 講談社 日本文芸書 6/26

26 雲の王 川端裕人著 集英社 日本文芸書 6/下

27 花のさくら通り 荻原浩著 集英社 日本文芸書 6/26

28 父、断章 辻原登著 新潮社 日本文芸書 6/29

29 烈しい生と美しい死を 瀬戸内寂聴著 新潮社 日本文芸書 6/29

30 ひなこまち ( しゃばけシリーズ１１ ） 畠中恵著 新潮社 日本文芸書 6/29

31 迷宮 中村文則著 新潮社 日本文芸書 6/29

32 わたしがいなかった街で 柴崎友香著 新潮社 日本文芸書 6/29

33 美妙 書斎は戦場なり（仮） 嵐山光三郎著 中央公論新社 日本文芸書 6/10

34 おやじネコは縞模様 群ようこ著 文芸春秋 日本文芸書 6/13

35 彷徨い人 天野節子著 幻冬舎 日本文芸書 6/6

36 すっぱい葡萄 関口尚著 幻冬舎 日本文芸書 6/25

37 綾香（仮） 黒野伸一著 光文社 日本文芸書 6/18

38 大尾行（仮） 両角長彦著 光文社 日本文芸書 6/18

39 壺の町（仮） 望月諒子著 光文社 日本文芸書 6/18

40 竹島 門井慶喜著 実業之日本社 日本文芸書 6/中

41 ロスジェネの逆襲 池井戸潤著 ダイヤモンド社日本文芸書 6/28

42 その愛の向こう側 小手鞠るい著 徳間書店 日本文芸書 6/14

43 氷の秒針 大門剛明著 双葉社 日本文芸書 6/19

44 夏休みの拡大図 小島達矢著 双葉社 日本文芸書 6/19

45 暗転 堂場瞬一著 朝日新聞出版 日本文芸書 6/7

46 シフォン・リボン・シフォン 近藤史恵著 朝日新聞出版 日本文芸書 6/7

47 濡れた太陽 上 前田司郎著 朝日新聞出版 日本文芸書 6/7

48 濡れた太陽 下 前田司郎著 朝日新聞出版 日本文芸書 6/7

49 まひるの散歩 角田光代著 オレンジページ日本文芸書 6/上

50 清須会議 ＫＩＹＯＳＵ 三谷幸喜著 幻冬舎 日本文芸書 6/

51 幻のカミカゼ 永瀬隼介著 幻冬舎 日本文芸書 6/25

52 ＬＯＶＥ ＆ ＳＹＳＴＥＭＳ 中島たい子著 幻冬舎 日本文芸書 6/25

53 エリートの転身（仮） 高杉良著 光文社 日本文芸書 6/18

54 話虫干 小路幸也著 筑摩書房 日本文芸書 6/上

55 千年鬼 西條奈加著 徳間書店 日本文芸書 6/14

56 箱庭旅団 朱川湊人著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 6/7
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57 ナンバー 相場英雄著 双葉社 日本文芸書 6/19

58 クローバー・レイン 大崎梢著 ポプラ社 日本文芸書 6/6

59 英国王のスピーチ 王室を救った男の記録

マーク・ローグ著
ピーター・コンラ
ディ著       安達
まみ訳

岩波書店 外国文芸書 6/26

60 特捜部Ｑ －Ｐからのメッセージ－ ( ハヤカワ・ミステリ) ※ガラスの鍵賞受賞作品ユッシ・エーズラ・オールスン著
吉田薫訳
福原美穂子訳早川書房 外国文芸書 6/7

61 ナタリー ダヴィド・フェンキノス著
中島さおり訳早川書房 外国文芸書 6/21

62 ベヒモス －クラーケンと潜水艦－ ( 新・ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ） スコット・ウエスターフェルド著
小林美幸訳早川書房 外国文芸書 6/7

63 エドワード・Ｄ・ホックの シャーロック・ホームズ・ストーリーズ エドワード・Ｄ・ホック著原書房 外国文芸書 6/20

64 世界を売った男 陳浩基著
玉田誠訳文芸春秋 外国文芸書 6/6

65 尐年は残酷な弓を射る 上 ※オレンジ賞受賞作品 ライオネル・シュライバー著
光野多惠子ほか訳イースト・プレス外国文芸書 6/13

66 尐年は残酷な弓を射る 下 ※オレンジ賞受賞作品 ライオネル・シュライバー著
光野多惠子ほか訳イースト・プレス外国文芸書 6/13

67 ネゴシエイター ～人質救出への心理戦～ ベン・ロペス著
土屋晃訳柏書房 外国文芸書 6/下

68 ジョン万次郎 海を渡ったサムライ魂 ※２０１０年ニューベリー賞オナー賞受賞作品マージー・プリウス著
金原瑞人訳集英社 外国文芸書 6/26

69 湿地 ※ガラスの鍵賞受賞作品 全３巻アーナルデュル・インドリダソン著
柳沢由美子訳東京創元社 外国文芸書 6/8

70 台湾海峡一九四九 龍應台(ﾛﾝ･ｲﾝﾀｲ)著
天野健太郎訳白水社 外国文芸書 6/

71 ブルックリン ※エクス・リブリス コスタ文学賞受賞作品コルム・トビーン著
栩木伸明訳白水社 外国文芸書 6/

72 決定版１２７レシピ おやつの時間にようこそ 有元葉子著 集英社 くらしの実用書6/5

73 小学生の新しいスポーツ食事メニュー３２１ 西東社 くらしの実用書6/

74 豆腐でつくる ヘルシースイーツ 鈴木理恵子著 誠文堂新光社 くらしの実用書6/20

75 聖路加国際病院の 愛情健康レシピ 聖路加国際病院著永岡書店 くらしの実用書6/10

76 家庭用ミシンで作る 帆布のバッグ 赤峰清香著 日本ヴォーグ社くらしの実用書6/22

77 毎日の手紙のようなお弁当（仮） 山本ふみこ著 ＰＨＰ研究所 くらしの実用書6/19

78 結び大百科 メルヘンアートスタジオ監修ブティック社 くらしの実用書6/11

79 具材２つで！おいしい餃子 重信初江著 家の光協会 くらしの実用書6/26

80 色鮮やかに 押し花づくり 柳川昌子著 ＮＨＫ出版 くらしの実用書6/13

81 最強！涼野菜レシピ
幸井俊高監修
検見崎聡美 料理

河出書房新社 くらしの実用書6/5

82 フルーツがいっぱい！春夏秋冬クールデザート( 講談社のお料理ＢＯＯＫ） 加藤千恵著 講談社 くらしの実用書6/6

83 ママと一緒に作りたいおいしい！かわいい！楽しい！デコクッキー( 講談社のお料理ＢＯＯｋ） 下迫綾美著 講談社 くらしの実用書6/6

84 手ぬいの基礎 高橋恵美子著 日本ヴォーグ社くらしの実用書6/27

85 体が硬い人のためのストレッチ（仮） ( ＰＨＰビジュアル実用ＢＯＯＫＳ） 石井直方監修
荒川裕志著ＰＨＰ研究所 くらしの実用書6/19

86 あたりまえだけど誰も教えてくれない お金のルール 尾上堅視著 明日香出版社 ビジネス・くらしの経済6/4

87 小さくても日本一の会社 坂本光司著
坂本研究室感動ビジネスプロジェクト著講談社 ビジネス・くらしの経済6/下

88 教室で学ぶワークルール 道幸哲也著 旬報社 ビジネス・くらしの経済6/25

89 生きているうちに知っておきたい！死んだ後のお金の話 二村祐輔監修
中村麻美著すばる舎 ビジネス・くらしの経済6/12

90 ５０代で始める定年後破産を防ぐお金改革 深田晶恵著 すばる舎 ビジネス・くらしの経済6/19

91 切るナビ！庭木の剪定がわかる本 上条祐一郎著 ＮＨＫ出版 すまいと住宅6/29

92 ナチュラルメイドのインテリア木工 日本ヴォーグ社すまいと住宅6/20

93 お灸のすすめ お灸普及の会編 池田書店 健康と家庭の医学6/15

94 肝臓病の最新治療 ( よくわかる最新医学 ） 泉並木著 为婦の友社 健康と家庭の医学6/29

95 子宮内膜症 ( よくわかる最新医学 ） 百枝幹雄著 为婦の友社 健康と家庭の医学6/29

96 イラストでわかる 脳卒中 退院後生活ガイド ( 手術後退院後の安心シリーズ） 下正宗著 法研 健康と家庭の医学6/8

97 発達障害のある大学生のキャンパスライフサポートブック( 学研のヒューマンケアブックス） 高橋知音著 学研マーケティング教育と福祉 6/5

98 元気が出る就学援助の本 全国学校事務職員制度研究会編
「なくそう！子どもの貧困」全国ネットワーク編かもがわ出版 教育と福祉 6/6

99 音訳・点訳のための読み調査ガイド 北川和彦著 紀伊国屋書店（発売）／日外アソシエーツ（発行）教育と福祉 6/

100 発達障害のある子が知ってほしいこと ( あんしん子育てすこやか保育ライブラリー） 木村常雄著
佐々木正美監修すばる舎 教育と福祉 6/20

101 縁日ゲーム大集合 山本和子著
あさいかなえ著ひさかたチャイルド教育と福祉 6/中

102 動画コンテンツ投稿から映画制作まで 映像の著作権（仮） 二瓶和紀著 太田出版 くらしの法律6/14

103 全図解 会社法がわかる事典（仮） 千葉博監修 三修社 くらしの法律6/下

104 道が語る日本古代史 近江俊秀著 朝日新聞出版 歴史と紀行 6/6

105 琉球王朝のすべて 上里隆史著
喜納大作著河出書房新社 歴史と紀行 6/5

106 森鴎外と医学留学生 山崎光夫著 講談社 歴史と紀行 6/下

107 富士山 ( 楽学ブックス ） ＪＴＢパブリッシング歴史と紀行 6/28

108 恒子の昭和 笹本恒子著 小学館 歴史と紀行 6/26

109 カメラが撮らえた幕末３００藩 藩为とお姫様 ( ビジュアル選書 ） 新人物往来社編 新人物往来社 歴史と紀行 6/21
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110 帝国の興亡 ( １００のモノが語る世界の歴史２ 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 6/13

111 昭和時代 三十年代 読売新聞昭和時代プロジェクト著中央公論新社 歴史と紀行 6/下

112 原色ニッポン〈南の島〉大図鑑 加藤庸二著 阪急コミュニケーションズ歴史と紀行 6/20

113 日露戦争史１ 半藤一利著 平凡社 歴史と紀行 6/20

114 シルクロード紀行 －正倉院につづく道ー 読売新聞大阪本社・奈良国立博物館編ミネルヴァ書房歴史と紀行 6/

115 江戸文化入門 中野三敏著 笠間書院 日本の文化 6/25

116 古典籍研究ガイダンス 王朝文学をよむために 人間文化研究機構国文学研究資料館編笠間書院 日本の文化 6/7

117 江戸っ子は虫歯しらず？ ＜江戸文化絵解き帳＞ 石川英輔著 講談社 日本の文化 6/下

118 茶の湯入門 ( 和楽ムック ） 千方可著 小学館 日本の文化 6/11

119 幸せになれる子どものお祝い（仮） 新谷尚紀監修 日本文芸社 日本の文化 6/27

120 なぜか物騒、料理の言葉（仮） 小松睦子著 ＰＨＰ研究所 日本の文化 6/21

121 古代エジプト ( ＮＨＫスペシャル 知られざる大英博物館１ 全３巻） ＮＨＫ「知られざる大英博物館」プロジェクト編著ＮＨＫ出版 世界の文化 03

122 図説 英国執事の日常（仮） ( ふくろうの本／世界の文化） 村上リコ著 河出書房新社 世界の文化 6/22

123 ２２５万人ニートの親たちへ（仮） 二神能基著 明石書店 現代社会 6/下

124 女性のいない世界 Ｍ・ヴィステンドール著
大田直子訳講談社 現代社会 6/20

125 ゼロ！こぎゃんかわいか動物がなぜ死なねばならんと？ 片野ゆか著 集英社 現代社会 6/22

126 水危機 ほんとうの話 ( 新潮選書 ） 沖大幹著 新潮社 現代社会 6/20

127 ２０３３年 地図で読む未来世界 ヴィルジニー・レッソン著
田中裕子訳早川書房 現代社会 6/7

128 地盤グラグラマップ（仮） 稲垣秀輝著 エクスナレッジ 現代社会 6/25

129 ビッグデータの衝撃 城田真琴著 東洋経済新報社現代社会 6/28

130 空き家急増の真実 米山秀隆著 日本経済新聞出版社現代社会 6/1

131 ３万人調査で読み解く日本の生活者 三菱総合研究所編日本経済新聞出版社現代社会 6/24

132 犬はあなたをこう見ている ジョン・ブラッドショー著
西田美緒子訳河出書房新社 サイエンス 6/20

133 なるほど！赤ちゃん学 玉川大学赤ちゃんラボ著新潮社 サイエンス 6/27

134 うなぎ・謎の生物 虫明敬一編 築地書館 サイエンス 6/27

135 わッ！へんな虫 西田賢司著 徳間書店 サイエンス 6/21

136 素晴らしき数学世界 ( ハヤカワ・ポピュラーサイエンス） アレックス・ベロス著
対馬妙ほか訳早川書房 サイエンス 6/21

137 図解！５５歳のためのフェイスブック入門（仮） 小川和也著 海竜社 テクノロジー6/

138 史上最強カラー図解プロが教えるパソコンのすべてがわかる本 平澤茂一監修 ナツメ社 テクノロジー6/

139 トコトンやさしいエコ・デバイスの本 ( 今日からモノ知りシリーズ） 鈴木八十二編著 日刊工業新聞社テクノロジー6/19

140 カーボン・アスリート 美しい義足に描く夢 山中俊治著 白水社 テクノロジー6/下

141 オペラへご招待 青島広志文
水野英子絵学研マーケティング芸術・スポーツ6/19

142 超える力 室伏広治著 文芸春秋 芸術・スポーツ6/20

143 基礎から学ぶ！スポーツ健康運動科学 田畑泉著 ベースボール・マガジン社芸術・スポーツ6/

144 子どもと楽しむ山歩き 上田泰正著
安藤啓一著山と渓谷社 芸術・スポーツ6/19

145 リスベート・ツヴェルガーの世界 リスベート・ツヴェルガー著ＢＬ出版 ライブラリアン6/20

146 絵本作家のアトリエ１ ( 全３巻 ） 福音館書店母の友編集部編福音館書店 ライブラリアン6/6

147 よくわかる新田次郎 山と渓谷社編 山と渓谷社 ライブラリアン6/13

148 １０５にんの すてきな しごと カーラ・カスキン文
マーク・シーモント絵
なかがわちひろ訳あすなろ書房 児童読み物 6/中

149 どうぶつしょうぼうたい だいかつやく シャロン・レンタ作・絵
まえざわあきえ訳岩崎書店 児童読み物 6/

150 こぶたのレーズン ( こぶたのレーズンのおはなし１） バーリント・アーグネシュ作
ブローディ・ベラ絵
うちかわかずみ訳偕成社 児童読み物 6/1

151 こぶたのレーズンとおともだち ( こぶたのレーズンのおはなし２） バーリント・アーグネシュ作
ブローディ・ベラ絵
うちかわかずみ訳偕成社 児童読み物 6/1

152 サースキの笛がきこえる ※ニューベリー賞オナー受賞作品エロイーズ・マッグロウ作
丹地陽子絵
斎藤倫子訳偕成社 児童読み物 6/4

153 ゆうだち あきびんご作・絵 偕成社 児童読み物 6/4

154 たちねぶたくんとゆかいななかま いぶりがっこちゃん( たちねぶたくんシリーズ２） 中川ひろたか作
村上康成絵角川グループパブリッシング児童読み物 6/

155 せかせかビーバーさん ( 人生を希望に変えるニコラスの絵本） ニコラス・オールドランド作・絵
落合恵子訳クレヨンハウス 児童読み物 6/下

156 みぢかなしぜんで はやくちことば むしのまき ( 講談社の創作絵本 ） 平田昌広作・絵 講談社 児童読み物 6/25

157 たなばたセブン ( ワンダーおはなし絵本 ） もとしたいづみ作  ふくだいわお絵世界文化社 児童読み物 6/1

158 ボニーがうちにやってきた ( 名犬ボニーはマルチーズ１）
ベル・ムーニー作
スギヤマカナヨ絵
宮坂宏美訳

徳間書店 児童読み物 6/12

159 セミとわたしは おないどし ( ランドセルブックス ） 高岡昌江文
さげさかのりこ絵福音館書店 児童読み物 6/13

160 ひみつのたから チョコラーテ ( ランドセルブックス ） 平山暉彦作・絵 福音館書店 児童読み物 6/13

161 パンやのコナコナ どいかや文
ニキマユ絵ブロンズ新社 児童読み物 6/上

162 ねこの手かします ～たこやきやのまき～ ( わくわくえどうわ ） 内田麟太郎作
川端理絵画文研出版 児童読み物 6/30

163 くまざわくんが もらったちず ( いぬうえくんとくまざわくん） きたやまようこ作・絵あかね書房 児童読み物 6/下

164 大接近！妖怪図鑑 軽部武宏作・絵 あかね書房 児童読み物 6/下
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165 しげるのかあちゃん 城ノ内まつ子作
大畑いくの絵岩崎書店 児童読み物 6/

166 １２月の夏休み ケンタとミノリの冒険日記 川端裕人作
杉田比呂美絵偕成社 児童読み物 6/7

167 もりへぞろぞろ 村田喜代子作
近藤薫美子絵偕成社 児童読み物 6/1

168 うみの どうぶつとしょかんせん 菊池俊作
こばようこ絵教育画劇 児童読み物 6/上

169 あらしのよるにスペシャル ごちそうがいっぱい きむらゆういち作
あべ弘士絵講談社 児童読み物 6/25

170 おしえて おしえて ( 講談社の創作絵本 ） マーカス・フィスター作・絵
谷川俊太郎訳講談社 児童読み物 6/20

171 ふたごのしろくま くるくるぱっちんの巻 ( 講談社の創作絵本 ） あべ弘士作・絵 講談社 児童読み物 6/下

172 ゆっくりおやすみ にじいろのさかな マーカス・フィスター作・絵
谷川俊太郎訳講談社 児童読み物 6/20

173 お父さんのＶサイン 相馬公平作
福田岩緒絵小峰書店 児童読み物 6/下

174 リンゴのたび ( わくわく世界の絵本) ※米ゴールデン・カイト賞受賞作品デボラ・ホプキンソン作
ナンシー・カーペンター絵小峰書店 児童読み物 6/下

175 おひげ おひげ ( チューリップえほんシリーズ） 内田麟太郎作
西村敏雄絵鈴木出版 児童読み物 6/下

176 ぼくのこえが きこえますか ( 日・中・韓平和絵本 ） 田島征三作・絵 童心社 児童読み物 6/

177 ぼうけんにいこうよ、ムーミントロール ( ムーミンのおはなしえほん） トーベ＆ラルス・ヤンソン原作・絵
当麻ゆか訳徳間書店 児童読み物 6/12

178 小さいりょうしさん マーガレット・ワイズ・ブラウン作
ダーロフ・イプカー絵ＢＬ出版 児童読み物 6/25

179 赤ずきん フェリクス・ホフマン画
大塚勇三訳福音館書店 児童読み物 6/13

180 オバケの長七郎 ( 福音館創作童話シリーズ） ななもりさちこ作
きむらなおよ絵福音館書店 児童読み物 6/20

181 おにぎりがしま やぎたみこ作・絵 ブロンズ新社 児童読み物 6/上

182 ずっとずっと いっしょだよ ( ティラノサウルスシリーズ１１） 宮西達也作・絵 ポプラ社 児童読み物 6/中

183 いぬのおしりのだいじけん ピーター・ベントリー文
松岡芽衣絵
灰島かり訳ほるぷ出版 児童読み物 6/下

184 ちきゅうのふしぎ ( なぜなに？えほんずかん３） 左巻健男監修 講談社 児童ノンフィクション6/25

185 岩石・鉱物・化石 ( 小学館の図鑑ＮＥＯ ） 萩谷宏ほか指導・監修・執筆
薮本美孝ほか監修・執筆小学館 児童ノンフィクション6/15

186 古代エジプトの巻 ( 美のおへそ２ ） 結城昌子文・構成 小学館 児童ノンフィクション6/28

187 夜の海の生きものたち ( さかなクンと中村征夫の海のおさかな大百科６ 第２期 全３巻） さかなクン文・イラスト
中村征夫文・写真新日本出版社 児童ノンフィクション6/30

188 ３６５日出会う大自然 海の生き物 小林安雅著 誠文堂新光社 児童ノンフィクション6/11

189 ものまね名人 ツノゼミ ( たくさんのふしぎ傑作集） 森島啓司文・写真 福音館書店 児童ノンフィクション6/6

190 オリンピック ヒーローたちの物語 ( ポプラ社ノンフィクション１０） 大野益弘著 ポプラ社 児童ノンフィクション6/上

191 クジラ・イルカのなぞ９９ 水口博也著 偕成社 児童ノンフィクション6/20

192 のぞいてみよう 厨房図鑑 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6/26

193 なぜ？の図鑑 ( ニューワイド学研の図鑑ｉシリーズ） 今泉忠明監修 学研マーケティング児童ノンフィクション6/22

194 災害救助犬レイラ ( 世の中への扉 ） 井上こみち著 講談社 児童ノンフィクション6/上

195 実験しよう！ 実験編 ( カビのふしぎ 全２巻 ） 細矢剛監修
伊沢尚子著汐文社 児童ノンフィクション6/30

196 いのちの図鑑 室伏きみ子監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション6/20

197 宇宙の技術大研究 山崎直子監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション6/13

198 日本列島の大研究 猪郷久義監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション6/7

199 こおり ( たくさんのふしぎ傑作集） 前野紀一文
斉藤俊行絵福音館書店 児童ノンフィクション6/6

200 五輪記録のひかりとかげ ( しらべよう！かんがえよう！オリンピック２ 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6/20

201 大悪魔との算数決戦 ( すうがくと友だちになる物語１） 小島寛之作
大高郁子絵技術評論社 ヤングアダルト6/8

202 介助犬を育てる尐女たち 大塚敦子文・写真 講談社 ヤングアダルト6/13

203 シャインロード 升井純子著 講談社 ヤングアダルト6/19

204 りっぱな兵士になりたかった男の話 ※２００９年イタリア／アンデルセン賞最優秀作家賞受賞作品

グイード・スガルド
リ著  シゲタサヤ
カ絵
杉本あり訳

講談社 ヤングアダルト6/20

205 レガッタ！ 水をつかむ ( ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ） 濱野京子著 講談社 ヤングアダルト6/21

206 夏のバスプール 畑野智美著 集英社 ヤングアダルト6/下

207 もっと知りたい！「科学の芽」の世界 ＰＡＲＴ３ 山田信博監修
「科学の芽」実行委員会編丸善（発売）／筑波大学出版会（発行）ヤングアダルト6/下

208 あの娘をつかまえて！ ( スパイガール エピソード４） アリー・カーター著
橋本恵訳理論社 ヤングアダルト6/18

209 八月の光 朽木祥作 偕成社 ヤングアダルト6/20

210 歌え！多摩川高校合唱部 本田有明著 河出書房新社 ヤングアダルト6/

211 グッバイ マイ フレンド 福田隆浩著 講談社 ヤングアダルト6/26

212 ゴリラの背中は語る ( １５歳の寺子屋 ） 山極寿一著 講談社 ヤングアダルト6/18

213 道しるべ ( １５歳の寺子屋 ） 瀬戸内寂聴著 講談社 ヤングアダルト6/25

214 真夜中の動物園 ※オーストラリア児童図書賞受賞作品ソーニャ・ハートネット著
野沢佳織訳为婦の友社 ヤングアダルト6/29

215 大地のランナー（仮） 自由へのマラソン ( 海外児童文学 ） ジェイムズ・リオーダン著
原田勝訳鈴木出版 ヤングアダルト6/下

216 キャットとパレロワイヤルの盗賊王 ( キャット・ロイヤルシリーズ３ 全４巻） ジュリア・ゴールディング著
雨海弘美訳静山社 ヤングアダルト6/上

217 これから働く君たちに知っておいてほしいこと( どう考える？ニッポンの教育問題） 乾彰夫著 日本図書センターヤングアダルト6/中


