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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 東京プリズン 赤坂真理著 河出書房新社 日本文芸書 7/10

2 架空列車 岡本学著 講談社 日本文芸書 7/5

3 五郎丸の生涯 三浦明博著 講談社 日本文芸書 7/17

4 戦車のような彼女たち 上遠野浩平著 講談社 日本文芸書 7/25

5 ともにがんばりましょう 塩田武士著 講談社 日本文芸書 7/2

6 幸福な日々があります 朝倉かすみ著 集英社 日本文芸書 7/下

7 もらい泣き 冲方丁（ウブカタトウ）著集英社 日本文芸書 ７/下

8 南下せよと彼女は言う 有吉玉青著 小学館 日本文芸書 7/6

9 その日東京駅五時二十五分発 西川美和著 新潮社 日本文芸書 7/27

10 地球の穴場 乃南アサ著 文芸春秋 日本文芸書 7/6

11 日本甲冑奇談 東郷隆著 文芸春秋 日本文芸書 7/17

12 百年法　上 山田宗樹著 角川グループパブリッシング日本文芸書 7/27

13 百年法　下 山田宗樹著 角川グループパブリッシング日本文芸書 7/27

14 南十字星の誓い 森村誠一著 角川グループパブリッシング日本文芸書 7/27

15 天命の扉 遠藤武文著 角川ループパブリッシング日本文芸書 7/27

16 キシャツー 小路幸也著 河出書房新社 日本文芸書 7/10

17 冥土めぐり 鹿島田真希著 河出書房新社 日本文芸書 7/10

18 海賊とよばれた男　上 百田尚樹著 講談社 日本文芸書 7/11

19 海賊とよばれた男　下 百田尚樹著 講談社 日本文芸書 7/11

20 クエーサーと１３番目の柱 阿部和重著 講談社 日本文芸書 7/4

21 湖底の城 ( 呉越春秋３ ） 宮城谷昌光著 講談社 日本文芸書 7/25

22 修羅の宴 楡周平著 講談社 日本文芸書 7/11

23 １４７ヘルツの警鐘　法医昆虫学捜査官 川瀬七緒著 講談社 日本文芸書 7/17

24 回廊封鎖 佐々木譲著 集英社 日本文芸書 7/下

25 白ゆき姫殺人事件 湊かなえ著 集英社 日本文芸書 7/26

26 雲の都　第４部　幸福の森 加賀乙彦著 新潮社 日本文芸書 7/27

27 雲の都　第５部　鎮魂の海 加賀乙彦著 新潮社 日本文芸書 7/27

28 残穢（ザンエ） 小野不由美著 新潮社 日本文芸書 7/20

29 ひらいて 綿矢りさ著 新潮社 日本文芸書 7/31

30 月と雷 角田光代著 中央公論新社 日本文芸書 7/10

31 ラスト・コード 堂場瞬一著 中央公論新社 日本文芸書 7/25

32 光線 村田喜代子著 文芸春秋 日本文芸書 7/10

33 静おばあちゃんにおまかせ 中山七里著 文芸春秋 日本文芸書 7/10

34 モンスター・シークレット 藤本ひとみ著 文芸春秋 日本文芸書 7/26

35 夜の底は柔らかな幻　上 恩田陸著 文芸春秋 日本文芸書 7/

36 夜の底は柔らかな幻　下 恩田陸著 文芸春秋 日本文芸書 7/

37 夢の栓 青来有一著 幻戯書房 日本文芸書 7/27

38 アラミタマ奇譚 梶尾真治著 祥伝社 日本文芸書 7/23

39 江戸の茶碗　まっくら長屋騒動記 中島要著
 祥伝社 日本文芸書 7/23

40 夏雷（カライ） 大倉崇裕著 祥伝社 日本文芸書 7/23

41 早稲女、女、男 柚木麻子著 祥伝社 日本文芸書 7/23

42 猫ノ眼時計 津原泰水著 筑摩書房 日本文芸書 7/10

43 ご近所美術館 ( 創元クライム・クラブ ） 森福都著 東京創元社 日本文芸書 7/26

44 鉄のあけぼの　上 黒木亮著 毎日新聞社 日本文芸書 7/上

45 鉄のあけぼの　下 黒木亮著 毎日新聞社 日本文芸書 7/上

46 定義集 大江健三郎著 朝日新聞出版 日本文芸書 7/6

47 花宴 あさのあつこ著 朝日新聞出版 日本文芸書 7/6

48 ＺＯＮＥ　豊洲署刑事・岩倉梓 福田和代著 角川春樹事務所日本文芸書 7/下

49 空飛ぶ広報室 有川浩著 幻冬舎 日本文芸書 7/25

50 特殊警備隊ブラックホーク 福田和代著 幻冬舎 日本文芸書 7/上

51 ほちわ（仮） 東直己著 光文社 日本文芸書 7/18

52 よろず情ノ字　薬種控 花村萬月著 光文社 日本文芸書 7/18

53 女警察署長　Ｋ・Ｓ・Ｐ ( 歌舞伎町特別分署シリーズ４） 香納諒一著 徳間書店 日本文芸書 7/12

54 千鳥舞う 葉室麟著 徳間書店 日本文芸書 7/12

55 あるじは家康 岩井三四二著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 7/26

56 確証 今野敏著 双葉社 日本文芸書 7/17
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57 秘密は日記に隠すもの 永井するみ著 双葉社 日本文芸書 7/17

58 この世のメドレー 町田康著 毎日新聞社 日本文芸書 7/27

59 とにかく散歩いたしましょう 小川洋子著 毎日新聞社 日本文芸書 7/20

60 鬼談百景 小野不由美著 メディアファクトリー日本文芸書 7/17

61 悪魔の右手 ホフマン・ポール著
金原瑞人訳講談社 外国文芸書 7/31

62 夜毎に石の橋の下で レオ・ペルッツ著
垂野創一郎訳国書刊行会 外国文芸書 7/下

63 黄金の少年、エメラルドの少女 イーユン・リー著
篠森ゆりこ訳河出書房新社 外国文芸書 7/10

64 コルヴォーを探して Ａ・Ｊ・Ａ・シモンズ著
河村錠一郎訳早川書房 外国文芸書 7/5

65 三人の逞しい女 ※ゴンクール賞受賞作品 マリー・ンディアイ著
小野正嗣訳早川書房 外国文芸書 7/19

66 こんなに使えるヨーグルトのレシピ ほりえさちこ著 家の光協会 くらしの実用書7/26

67 もう一つの旬を楽しむレシピ 岡田比呂実著 ＮＨＫ出版 くらしの実用書7/27

68 誰にでも碁は打てる ( 碁楽選書 ） 李仁煥(ﾘ･ｲﾝﾌｧﾝ)著
洪敏和(ﾎﾝ･ﾐﾝﾌｧ)訳東京創元社 くらしの実用書7/10

69 クロスステッチの基礎と図案５００ 日本ヴォーグ社くらしの実用書7/5

70 森恵美子のアイデアリメイク 森恵美子著 ＮＨＫ出版 くらしの実用書7/19

71 もっと食べたい　なんでもサラダ（仮） 音羽和紀著 柴田書店 くらしの実用書7/30

72 安田多賀子のゆかた塾 安田多賀子著 誠文堂新光社 くらしの実用書7/9

73 夏とごはん　元気なときも、バテたときも（仮） 渡辺有子著 筑摩書房 くらしの実用書7/10

74 からだと心に効く薬膳お菓子 辰巳洋著
大村和子著緑書房 くらしの実用書7/上

75 早わかり・丸わかり　本当に安心な「家を買うときのお金」( 講談社の実用ＢＯＯＫ ） 深田晶恵著 講談社 ビジネス・くらしの経済7/24

76 「経済効果」ってなんだろう？ 宮本勝浩著 中央経済社 ビジネス・くらしの経済7/20

77 職場の健康被害　補償・賠償の実務 外井浩志著 中央経済社 ビジネス・くらしの経済7/15

78 緑のある庭づくり 安藤洋子監修 池田書店 すまいと住宅7/6

79 自分で作る！門・塀・玄関まわり ( 学研ムックＤＩＹシリーズ ） ドゥーパ！編集部編学研マーケティングすまいと住宅7/5

80 気になるガウディ ( とんぼの本 ） 磯崎新著 新潮社 すまいと住宅7/27

81 心房細動に悩むあなたへ 山下武志著 ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学7/25

82 適応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） 貝谷久宣監修 講談社 健康と家庭の医学7/19

83 よくわかる認知症ケア ( セレクトＢＯＯＫＳ　こころのクスリＢＯＯＫＳ） 杉山孝博監修 主婦の友社 健康と家庭の医学7/11

84 からだと病気のしくみ図鑑 川上正舒著 法研 健康と家庭の医学7/上

85 施設で育った子どもたちの語り 喜多一憲編
望月彰編明石書店 教育と福祉 7/上

86 感動する授業 朝日新聞社編 朝日新聞出版 教育と福祉 7/6

87 親の“不安”を軽くする　子育てアドバイス実践ノート 日本子育てアドバイザー協会編ぎょうせい 教育と福祉 7/

88 男の出番！介護が変わる（仮） 羽成幸子著 春秋社 教育と福祉 7/下

89 学校で気になる　子どものサイン 五十嵐哲也編著　　　　　杉本希映ほか編著少年写真新聞社教育と福祉 7/上

90 「介護が必要かな」と思ったときにまず読む本 竹下さくら著 日本経済新聞出版社教育と福祉 7/6

91 よくわかる介護保険のしくみ　2012年改正に対応 牛越博文著 日本経済新聞出版社教育と福祉 7/23

92 わくわく！びっくり！　かんたん手づくり絵本 木村研著 ひさかたチャイルド教育と福祉 7/31

93 図解と書式でわかる １人で出来る　裁判・訴訟の手続きと書式（仮） 元榮太一郎監修 三修社 くらしの法律7/

94 子育て・共働き夫婦のための　損をしない公的保険 梅本達司著 東京堂出版 くらしの法律7/上

95 相続でモメないために　親に気持ちよく遺言書を準備してもらう本 竹内豊著 日本実業出版社くらしの法律7/13

96 中小企業のためのビジネス法律の基礎知識 森山裕紀子著
石原正貴著
迎田由紀著日本実業出版社くらしの法律7/2

97 江戸の天才数学者　世界を驚かせた和算家たち( 新潮選書 ） 鳴海風著 新潮社 歴史と紀行 7/27

98 明治天皇大喪儀写真　縮刷複製版 橋爪紳也監修・解説新潮社 歴史と紀行 7/18

99 探検家、３６歳の憂鬱 角幡唯介著 文芸春秋 歴史と紀行 7/下

100 新　忘れられた日本人Ⅳ　昭和の人 佐野眞一著 毎日新聞社 歴史と紀行 7/下

101 十二月八日と八月十五日　語り継ぐ昭和史二つの日（仮） 保阪正康著 山川出版社 歴史と紀行 7/下

102 仏像のかたちと心　白鳳から天平へ 金子啓明著 岩波書店 日本の文化 7/3

103 日本の仏教を築いた名僧たち 山折哲雄編著
大角修編著角川グループパブリッシング日本の文化 7/15

104 浄瑠璃を読もう 橋本治著 新潮社 日本の文化 7/27

105 知っていそうで知らない日本語の謎 金田一秀穂著 日本文芸社 日本の文化 7/下

106 ４７都道府県・こなもの食文化百科 ( ４７都道府県シリーズ ） 成瀬宇平著 丸善出版 日本の文化 7/

107 もうひとつの大英博物館　古代ギリシャ ( ＮＨＫスペシャル ） 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 7/27

108 食べられる生き物たち　民族ぱくぱく百科 月刊「みんぱく」編集部編丸善出版 世界の文化 7/

109 プロメテウスの罠２ 朝日新聞特別報道部著学研マーケティング現代社会 7/3

110 精子提供　父親を知らない子どもたち 歌代幸子著 新潮社 現代社会 7/27

111 新産業地図　急成長する五大市場を読む 日経産業新聞編 日本経済新聞出版社現代社会 7/20

112 さっさと不況を終わらせろ ( ハヤカワ・ノンフィクション） ポール・クルーグマン著
山形浩生訳早川書房 現代社会 7/19
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113 ２０５０年の世界　英エコノミスト誌は予測する 英エコノミスト誌編
船橋洋一解説
東江一紀訳
峯村利哉訳文芸春秋 現代社会 7/

114 妻が再就職するとき 大沢真知子著
鈴木陽子著ＮＴＴ出版 現代社会 7/23

115 ＮＨＫ地球テレビ１００　世界のニュースがわかる本 岩本裕編著
ＮＨＫ地球テレビ１００制作班著講談社 現代社会 7/20

116 国際基準で考える　わが子を放射線から守る方法 今中哲二著・監修 講談社 現代社会 7/18

117 連続授業　命と絆は守れるか？ 宇都宮健児編
浅見昇吾ほか編三省堂 現代社会 7/

118 子どもたちを犯罪から守るまちづくり 中村攻著 晶文社 現代社会 7/2

119 デタラメにひそむ確率法則 ( 岩波科学ライブラリー１９５） 小林道正著 岩波書店 サイエンス 7/18

120 サンゴとサンゴ礁のビジュアル・サイエンス 中村庸夫著 誠文堂新光社 サイエンス 7/11

121 ヒトの子どもが寝小便（おねしょ）するわけ 福田史夫著 築地書館 サイエンス 7/下

122 寿命１０００年　長命科学の最先端 ジョナサン・ワイナー著
鍛原多惠子訳早川書房 サイエンス 7/19

123 雲の名前とふしぎ 武田康男著 ＰＨＰ研究所 サイエンス 7/18

124 世にも奇妙な人体実験の歴史 トレヴァー・ノートン著
赤根洋子訳文芸春秋 サイエンス 7/下

125 メモリ技術が一番わかる ( しくみ図解 ） 石川憲二著 技術評論社 テクノロジー7/17

126 トコトンやさしい炭素繊維の本 ( 今日からモノ知りシリーズ） 平松徹著 日刊工業新聞社テクノロジー7/中

127 電力の課題と未来（仮） ( Ｎｅｗｔｏｎ別冊 ） ニュートンプレステクノロジー7/27

128 聴き巧者が熱く語る　黄金時代のカリスマ指揮者たち( ＯＮＴＯＭＯ　ＭＯＯＫ ） 音楽之友社編 音楽之友社 芸術・スポーツ7/20

129 図説　ブリューゲル ( ふくろうの本／世界の文化） 岡部紘三著 河出書房新社 芸術・スポーツ7/13

130 繪本　白い馬 東山魁夷絵
松本猛文・解説講談社 芸術・スポーツ7/10

131 基本から戦術までよくわかる　女子サッカー ( ＬＥＶＥＬ　ＵＰ　ＢＯＯＫ ） 鈴木良平監修
半田悦子監修実業之日本社 芸術・スポーツ7/下

132 運慶　リアルを超えた天才仏師 ( とんぼの本 ） 山本勉著
みうらじゅん著
橋本麻里著新潮社 芸術・スポーツ7/27

133 トライアスロンはじめました。 野中秋世著
白戸太朗アドバイザー誠文堂新光社 芸術・スポーツ7/13

134 保元・平治物語絵巻をよむ 石川透編 三弥井書店 芸術・スポーツ7/上

135 印象派を巡る旅ガイド メディアファクトリー芸術・スポーツ7/20

136 北杜夫 ( ＫＡＷＡＤＥ夢ムック ） 河出書房新社 ライブラリアン7/19

137 東出雲発！　学校図書館改革の軌跡 原田由紀子著
鎌田和宏解説国土社 ライブラリアン7/中

138 おやすみくまちゃん シャーリー・パレントー文
デイヴィッド・ウォーカー絵
福本友美子訳岩崎書店 児童読み物 7/17

139 妖怪温泉 ( 妖怪絵本シリーズ３ ） 広瀬克也作・絵 絵本館 児童読み物 7/18

140 ぼくのプールサイド ( ティーンズ文学館 ） 今井恭子作
小松良佳絵学研マーケティング児童読み物 7/17

141 好きって、こわい？ 令丈ヒロ子編・文
越水利江子ほか文　　　　講談社 児童読み物 7/19

142 月白青船山 朽木祥著 講談社 児童読み物 7/

143 ひとりって、こわい！ 石崎洋司編・文
石川宏千花ほか文　　　　講談社 児童読み物 7/19

144 １００回目のお引っ越し 後藤みわこ著 講談社 児童読み物 7/12

145 アンナのうちはいつもにぎやか ※２０１１年ボストングローブ・ホーンブック賞オナーブック受賞作品アティヌーケ作
ローレン・トビア絵
永瀬比奈訳徳間書店 児童読み物 7/11

146 ジブリルのくるま 市川里美作・絵 ＢＬ出版 児童読み物 7/下

147 せかいいっしゅうビッグラリー ヨッヘン・シュトゥーアマン作・絵　　　　　　　　　　酒寄進一訳フレーベル館 児童読み物 7/19

148 ねっこばあのおくりもの（仮） ( ポプラ社の絵本 ） 藤真知子作
北見葉胡絵ポプラ社 児童読み物 7/上

149 映画スターは吸血鬼！？ ( バンパイア・ガールズ　Ｎｏ.５） シーナ・マーサー作
田中亜希子訳理論社 児童読み物 7/10

150 ゆうかんなテディ・ロビンソン 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 7/25

151 リーコとオスカーと幸せなどろぼう石 アンドレアス・シュタインヘーフェル作
森川弘子訳岩波書店 児童読み物 7/27

152 かあさんふくろう イーディス・サッチャー・ハード作
クレメント・ハード絵
おびかゆうこ訳偕成社 児童読み物 7/3

153 かえるのそらとぶけんきゅうじょ 村上勉作・絵 偕成社 児童読み物 7/3

154 バク夢姫のご学友 ( 偕成社ワンダーランド ） 柏葉幸子作
児島なおみ絵偕成社 児童読み物 7/5

155 りゅうのぼうや 富安陽子作
早川純子絵佼成出版社 児童読み物 7/24

156 おひさまやのたんぽぽスプレー ( どうわがいっぱい ） 茂市久美子作
よしざわけいこ絵講談社 児童読み物 7/25

157 ふたごのしろくま　とりさん、なんば？のまき ( 講談社の創作絵本 ） あべ弘士作・絵 講談社 児童読み物 7/26

158 くまの皮をきた男 フェーリクス・ホフマン絵
佐々梨代子ほか訳こぐま社 児童読み物 7/中

159 クーのおるすばん ( たんぽぽえほんシリーズ） 西内ミナミ作
和歌山静子絵鈴木出版 児童読み物 7/9

160 さがしています アーサー・ビナード作
岡倉禎志写真童心社 児童読み物 7/20

161 アーヤと魔女 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ作
佐竹美保絵
田中薫子訳徳間書店 児童読み物 7/11

162 凸凹星ものがたり あんびるやすこ作・絵ひさかたチャイルド児童読み物 7/25

163 おひさまみたいに（仮） スーザン・マリー・スワンソン文
マーガレット・チョドス・アーヴィン絵
ふしみみさを訳ほるぷ出版 児童読み物 7/下

164 オムライス・ヘイ！ ( ほるぷ創作絵本 ） 武田美穂作・絵 ほるぷ出版 児童読み物 7/下

165 小惑星探査機「はやぶさ」大図鑑 川口淳一郎監修
池下章裕絵偕成社 児童ノンフィクション7/30

166 いその生きもの・外洋の生きもの ( さかなクンと中村征夫の海のおさかな大百科５　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7/26

167 身近で観察するコウモリの世界 ( 子供の科学☆サイエンスブックス） 大沢夕志著
大沢啓子著誠文堂新光社 児童ノンフィクション7/17

168 総合商社図鑑 青山邦彦絵
三井物産監修日経ＢＰマーケティング児童ノンフィクション7/31
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169 占い大研究　占星術からおみくじまで ( 楽しい調べ学習シリーズ） 板橋作美監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション7/9

170 放射線の大研究 ( 楽しい調べ学習シリーズ） 原子力教育を考える会監修ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション7/13

171 道路交通法と自転車 ( Ｑ＆Ａ式　自転車完全マスター１　　全４巻） ベースボール・マガジン社児童ノンフィクション7/17

172 オジロワシ ( 写真絵本・北国からの動物記５） 竹田津実文・写真 アリス館 児童ノンフィクション7/中

173 世界のふしぎな虫・おもしろい虫 ( 世界の昆虫美術館 ） 今森光彦文・写真 アリス館 児童ノンフィクション7/中

174 ヘンテコ姿の生き物 今泉忠明著 技術評論社 児童ノンフィクション7/20

175 けん玉技１２３ ( 日本けん玉協会公式ガイドブック） 日本けん玉協会著幻冬舎 児童ノンフィクション7/30

176 青い鳥文庫ができるまで（仮） 岩貞るみこ著
藤田香絵講談社 児童ノンフィクション7/26

177 セミたちの夏 ( 小学館の図鑑ＮＥＯの科学絵本） 筒井学文・写真 小学館 児童ノンフィクション7/11

178 学校生活 ( ビジュアル版　学校の歴史１　　全４巻） 岩本努著
保坂和雄著
渡辺賢二著汐文社 児童ノンフィクション7/30

179 調べてみよう ( カビのふしぎ２　　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7/25

180 たまごの大図鑑 山岸敦監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション7/13

181 ギモンかいけつ！でんじろう先生の実験教室 米村でんじろう監修文化出版局 児童ノンフィクション7/12

182 金メダリストものがたり ( しらべよう！かんがえよう！オリンピック３　　全４巻） マイケル・ハーレー著
稲葉茂勝訳ベースボール・マガジン社児童ノンフィクション7/11

183 ハイテクオリンピック ( しらべよう！かんがえよう！オリンピック４　　全４巻） ニック・ハンター著
稲葉茂勝訳ベースボール・マガジン社児童ノンフィクション7/30

184 魂を追う者たち 廣嶋玲子著 講談社 ヤングアダルト7/23

185 大震災　日本列島が揺れた 仕事への架け橋編
まどみちお編小峰書店 ヤングアダルト7/下

186 ヒストリー・キーパーズ　上　時空の守り人（仮） ダミアン・ディベン著
中村浩美訳ソフトバンククリエイティブヤングアダルト7/13

187 ヒストリー・キーパーズ　下　時空の守り人（仮） ダミアン・ディベン著
中村浩美訳ソフトバンククリエイティブヤングアダルト7/13

188 フェリックスとゼルダ モーリス・グライツマン著
原田勝訳あすなろ書房 ヤングアダルト7/中

189 ブラスデイズ 中山智幸著 ＮＨＫ出版 ヤングアダルト7/14

190 本を味方につける本 ( １４歳の世渡り術 ） 永江朗著 河出書房新社 ヤングアダルト7/13

191 宇宙って面白いの？ 岩崎夏海著
星出彰彦著講談社 ヤングアダルト7/9

192 こんちき号北極探検隊　ホッキョクグマを求めて３０００キロ あべ弘士作・絵 講談社 ヤングアダルト7/30

193 空へのぼる 八束澄子作 講談社 ヤングアダルト7/9

194 ぼくは人生のエンジニア（仮） キャスリン・アースキン著
代田亜香子訳作品社 ヤングアダルト7/下

195 君の夜を抱きしめる 花形みつる著 理論社 ヤングアダルト7/中


