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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 鳴いて血を吐く 遠田潤子著 角川グループパブリッシング日本文芸書 8/31

2 トリ☆ガール（仮） 中村航著 角川グループパブリッシング日本文芸書 8/8

3 屍者の帝国 伊藤計劃（ケイカク）著
円城塔著河出書房新社 日本文芸書 8/20

4 海の見える街 畑野智美著 講談社 日本文芸書 8/22

5 桜の咲かない季節 伊岡瞬著 講談社 日本文芸書 8/15

6 真実への盗聴 朱野帰子著 講談社 日本文芸書 8/2

7 日記堂ファンタジー 堀川アサコ著 講談社 日本文芸書 8/16

8 にっぽん全国　百年食堂 椎名誠著 講談社 日本文芸書 8/30

9 不法愛妻家 デビット・ゾペティ著新潮社 日本文芸書 8/31

10 ガス燈酒場によろしく ( 新宿赤マントシリーズ ） 椎名誠著 文芸春秋 日本文芸書 8/20

11 春はそこまで　風待ち小路の人々 志川節子著 文芸春秋 日本文芸書 8/20

12 ナモナキラクエン 小路幸也著 角川グループパブリッシング日本文芸書 8/31

13 光降る丘 熊谷達也著 角川グループパブリッシング日本文芸書 8/31

14 ヒマラヤの風にのって 吉村達也著 角川グループパブリッシング日本文芸書 8/1

15 光圀伝 冲方丁著 角川グループパブリッシング日本文芸書 8/31

16 カラマーゾフの妹 高野史緒著 講談社 日本文芸書 8/1

17 凸凹サバンナ 玖村まゆみ著 講談社 日本文芸書 8/22

18 解 堂場瞬一著 集英社 日本文芸書 8/24

19 その暁のぬるさ 鹿島田真希著 集英社 日本文芸書 8/24

20 赤猫異聞 浅田次郎著 新潮社 日本文芸書 8/28

21 あのころのデパート 長野まゆみ著 新潮社 日本文芸書 8/22

22 奇貨 松浦理英子著 新潮社 日本文芸書 8/31

23 人生が用意するもの 川上未映子著 新潮社 日本文芸書 8/31

24 ソロモンの偽証　第１部　事件 ( 全３巻 ） 宮部みゆき著 新潮社 日本文芸書 8/24

25 はかぼんさん　空蝉風土記 さだまさし著 新潮社 日本文芸書 8/22

26 ひっ 戌井昭人著 新潮社 日本文芸書 8/8

27 幸せの条件 誉田哲也著 中央公論新社 日本文芸書 8/25

28 明日のことは知らず ( 髪結い伊三次捕物余話１１） 宇江佐真理著 文芸春秋 日本文芸書 8/10

29 虚像の道化師 ( ガリレオ７ ） 東野圭吾著 文芸春秋 日本文芸書 8/12

30 塔の下（仮） 五條瑛著 光文社 日本文芸書 8/17

31 かっこうの親　もずの子ども 椰月美智子著 実業之日本社 日本文芸書 8/中

32 共犯 深谷忠記著 徳間書店 日本文芸書 8/11

33 先生のお庭番 朝井まかて著 徳間書店 日本文芸書 8/11

34 《謎(ﾘﾄﾞﾙ)》の謎(ﾐｽﾃﾘ)、その他の謎(ﾘﾄﾞﾙ) ( ハヤカワ・ミステリワールド） 山口雅也著 早川書房 日本文芸書 8/23

35 調印の階段 植松三十里著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 8/5

36 レアケース 大門剛明著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 8/6

37 ふくわらい 西加奈子著 朝日新聞出版 日本文芸書 8/

38 白衣の神様 結城五郎著 角川春樹事務所日本文芸書 8/下

39 頼むから、ほっといてくれ（仮） 桂望実著 幻冬舎 日本文芸書 8/1

40 途中の一歩 雫井脩介著 幻冬舎 日本文芸書 8/22

41 さくら聖・咲く 畠中恵著 実業之日本社 日本文芸書 8/中

42 微笑む人 貫井徳郎著 実業之日本社 日本文芸書 8/中

43 お友だちからお願いします 三浦しをん著 大和書房 日本文芸書 8/

44 レオン氏郷（うじさと） 安部龍太郎著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 8/20

45 小犬を連れた男 ジョルジュ・シムノン著
長島良三訳河出書房新社 外国文芸書 8/15

46 ブラックアウト ※ヒューゴー賞／ネビュラ賞／ローカス賞受賞作品 コニー・ウィリス著
大森望訳早川書房 外国文芸書 8/7

47 無声映画のシーン フリオ・リャマサーレス著
木村榮一訳ヴィレッジブックス外国文芸書 8/20

48 死刑囚弁護人 デイヴィッド・ダウ著
鈴木淑美訳
増子久美訳河出書房新社 外国文芸書 8/10

49 パライソ・トラベル ホルヘ・フランコ著
田村さと子訳河出書房新社 外国文芸書 8/10

50 タイガーズ・ワイフ ( 新潮クレスト・ブックス）　※オレンジ賞受賞作品テア・オブレヒト著
藤井光訳新潮社 外国文芸書 8/24

51 私はホロコーストを見た　上 ヤン・カルスキ著
吉田恒雄訳白水社 外国文芸書 8/下

52 私はホロコーストを見た　下 ヤン・カルスキ著
吉田恒雄訳白水社 外国文芸書 8/下

53 占領都市 ( ＴＯＫＹＯ　ＹＥＡＲ　ＺＥＲＯ２） デイヴィッド・ピース著
酒井武志訳文芸春秋 外国文芸書 8/24

54 どんどん作りたくなる！　かわいい布地蔵 きくちいま著 河出書房新社 くらしの実用書8/10

55 カナディアンニット　カウチンから始まる 日本ヴォーグ社くらしの実用書8/18

56 知っておきたいお葬式Ｑ＆Ａ 佐々木悦監修 小学館 くらしの実用書8/9
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57 健康なからだをつくる　豆乳の魔法レシピ 浜内千波著 誠文堂新光社 くらしの実用書7/9

58 冷蔵＆常温保存の常備菜（仮） 夏梅美智子著 日東書院本社 くらしの実用書8/29

59 洋裁百科(仮) ( レディブティックシリーズ３４７０） ブティック社 くらしの実用書8/下

60 早わかり・丸わかり　本当に安心な「保険の選び方・見直し方」( 講談社の実用ＢＯＯＫ 清水香著 講談社 ビジネス・くらしの経済8/28

61 事業者必携　ビジネスで活かせる　内容証明郵便最新１０９文例 三修社 ビジネス・くらしの経済8/下

62 日本林業を立て直す　速水林業９代目の挑戦 速水亨著 日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済8/22

63 公的年金が当てにできない世代の「自分年金」のつくりかた 方波見寧著 日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済8/23

64 ウッドデッキの庭実例集 ( 学研ムック ） スタジオポルト編 学研マーケティングすまいと住宅8/31

65 日陰の庭の成功実例 ( 生活シリーズ ） 主婦と生活社編 主婦と生活社 すまいと住宅8/24

66 ウッドデッキの庭 ( ブティック・ムック１０３１ ） ブティック社編 ブティック社 すまいと住宅8/29

67 認知症の人のつらい気持ちがわかる本 ( こころライブラリーイラスト版） 杉山孝博監修 講談社 健康と家庭の医学8/24

68 病気を寄せつけない足をつくる 湯浅景元著 草思社 健康と家庭の医学8/24

69 ４０歳からの女性ホルモンの高め方 ( ＰＨＰビジュアル実用ＢＯＯＫＳ） 対馬ルリ子監修
ＰＨＰ研究所 健康と家庭の医学8/20

70 快速まるわかり　腰・ひざの痛みを解消する ( 専門医が図解するシリーズ） 柳本繁著 法研 健康と家庭の医学8/8

71 孤独死を防ぐ　支援の実際と政策の動向 中沢卓実著
結城康博著ミネルヴァ書房教育と福祉 8/下

72 事業者必携最新　開業・許認可の法律と申請書式６２ 大門則亮監修 三修社 くらしの法律8/下

73 ネアンデルタール人　再発見の物語 ( 朝日選書 ） 小野昭著 朝日新聞出版 歴史と紀行 8/8

74 図説　明治の企業家 ( ふくろうの本／日本の歴史） 宮本又郎著 河出書房新社 歴史と紀行 8/10

75 体験から歴史へ＜昭和＞の教訓を未来への指針に 保阪正康著
半藤一利著
立花隆著講談社 歴史と紀行 8/下

76 ドキュメント　東京大空襲　発掘された５８３枚の未公開写真を追う ＮＨＫスペシャル取材班著新潮社 歴史と紀行 8/9

77 東京大空襲　未公開写真は語る ＮＨＫスペシャル取材班著　　　　　　　　　　　　山辺昌彦著新潮社 歴史と紀行 8/9

78 近代への道 ( １００のモノが語る世界の歴史３　　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 8/16

79 昭和天皇　第６部 福田和也著 文芸春秋 歴史と紀行 8/6

80 四国遍路　救いと癒やしの旅 真鍋俊照著 ＮＨＫ出版 日本の文化 8/23

81 江戸の天文学　渋川春海と江戸時代の科学者たち 中村士（ツコウ）監修角川グループパブリッシング日本の文化 8/23

82 明るい炭鉱 吉岡宏高著 創元社 日本の文化 8/6

83 和紙の里　探訪記 菊地正浩著 草思社 日本の文化 8/9

84 すぐわかる日本の神像 三橋健著 東京美術 日本の文化 8/22

85 １０１のキーワードで知る　福祉大国デンマーク 銭本隆行著 明石書店 世界の文化 8/下

86 日本　 ( ＮＨＫスペシャル知られざる大英博物館３　全３巻） ＮＨＫ取材班編著 ＮＨＫ出版 世界の文化 8/27

87 「イタリア」誕生の物語 ( 講談社選書メチエ ） 藤澤房俊著 講談社 世界の文化 8/9

88 虫と文明 ギルバート・ワイルドバウアー著
屋代通子訳築地書館 世界の文化 8/下

89 震災遺児１５００人 ( ＮＨＫスペシャル ） ＮＨＫ取材班編著 ＮＨＫ出版 現代社会 8/

90 地図で読む世界情勢　新しい国境と情報世界 ジャン＝クリストフ・ヴィクトル著
鳥取絹子訳河出書房新社 現代社会 8/23

91 地図で読む世界情勢　激変する経済とＥＵ危機 ジャン＝クリストフ・ヴィクトル著
鳥取絹子訳河出書房新社 現代社会 8/23

92 今こそ、生活保護（仮） 生活保護問題対策全国会議編明石書店 現代社会 8/20

93 検証　福島原発事故　官邸の１００時間 木村英昭著 岩波書店 現代社会 8/7

94 プラスチックスープの海 チャールズ・モア著
カッサンドラ・フィリップス著　　　　　　　　　　海輪由香子訳ＮＨＫ出版 現代社会 8/23

95 ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ　巨大地震２ ( ＮＨＫスペシャル ） ＮＨＫ取材班著 ＮＨＫ出版 現代社会 8/27

96 病院で死ぬのはもったいない 山崎章郎編
二ノ坂保喜編
米沢慧編春秋社 現代社会 8/下

97 復興の書店 稲泉連著 小学館 現代社会 8/6

98 おもかげ復元師 笹原留似子著 ポプラ社 現代社会 8/6

99 重力はなぜ生まれたのか ブライアン・クレッグ著
谷口義明監修・訳ソフトバンククリエイティブサイエンス 8/24

100 よくわかるヒッグス粒子 広瀬立成著 ナツメ社 サイエンス 8/10

101 生き物のふしぎ（仮） ( Ｎｅｗｔｏｎ別冊 ） ニュートンプレスサイエンス 8/24

102 上下水道が一番わかる ( しくみ図解 ） 長澤靖之監修・著
技術評論社 テクノロジー8/8

103 ”取説”以前のパソコンの常識 ( 講談社の実用ＢＯＯＫ　　　　） 中山真敬著 講談社 テクノロジー8/23

104 トコトンやさしい再生可能エネルギーの本 ( 今日からモノ知りシリーズ） 太田健一郎監修
石原顕光著日刊工業新聞社テクノロジー8/21

105 トコトンやさしいレアアースの本 ( 今日からモノ知りシリーズ） 藤田和男監修
西川有司・藤田豊久ほか著日刊工業新聞社テクノロジー8/21

106 農家が教える　自給エネルギー　とことん活用読本 農文協著 農山魚村文化協会テクノロジー8/中

107 電気のしくみ（仮）　発電・送電・蓄電の話 佐藤義久著
嶋田隆一監修丸善出版 テクノロジー8/下

108 山下清作品集 山下清画
山下浩監修　　　　　　椹木野衣解説河出書房新社 芸術・スポーツ8/23

109 知識ゼロからのルネサンス絵画入門 幻冬舎 芸術・スポーツ8/下

110 「快楽の園」　ボスが描いた天国と地獄 新人物往来社編　　　　　　　　神原正明著新人物往来社 芸術・スポーツ8/22

111 殉愛　原節子と小津安二郎 西村雄一郎著 新潮社 芸術・スポーツ8/24

112 山の単語帳 田部井淳子著 世界文化社 芸術・スポーツ8/3
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113 石井光太責任編集　ノンフィクション新世紀 石井光太責任編集河出書房新社 ライブラリアン8/16

114 正岡子規 ドナルド・キーン著　　　　　　　　　　　　　　　　角地幸男訳　新潮社 ライブラリアン8/29

115 日本語力をつける文章読本　知的探検の新書３０冊 二通信子編
門倉正美ほか編東京大学出版会ライブラリアン8/28

116 中上健次 ( 別冊太陽　日本のこころ１９９） 高澤秀次監修 平凡社 ライブラリアン8/1

117 名作がくれた勇気　戦後読書ブームと日本人 藤井淑禎著 平凡社 ライブラリアン8/1

118 幕府のふみくら　内閣文庫のはなし 長澤孝三著 吉川弘文館 ライブラリアン8/10

119 こぎつねトンちゃん　きしゃにのる 二見正直作・絵 教育画劇 児童読み物 8/下

120 へんしんおんせん あきやまただし作・絵金の星社 児童読み物 8/下

121 ゆうれい回転ずし　本日オープン！ ( わくわくライブラリー ） 佐川芳枝作
やぎたみこ絵講談社 児童読み物 8/30

122 暗闇城の黄金 ( 少年冒険家トム２　全３巻） イアン・ベック作
松岡佑子訳静山社 児童読み物 8/3

123 ねこまるせんせいの　おつきみ ( ワンダーおはなし絵本 ） 押川理佐作
渡辺有一絵世界文化社 児童読み物 8/20

124 チビウオのウソみたいな　ホントのはなし ジュリア・ドナルドソン文
アクセル・シェフラー絵
ふしみみさを訳徳間書店 児童読み物 8/11

125 ボニー、ドッグショーに出る ( 名犬ボニーはマルチーズ２　全４巻） 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 8/11

126 ようかいガマとの　ゲッコウの怪談 よしながこうたく作・絵あかね書房 児童読み物 8/上

127 がっこうにんじゃ　えびてんくん　えびてん　ききいっぱつ！( おはなしトントン ） 村上しいこ作
真珠まりこ絵岩崎書店 児童読み物 8/

128 リックとさまよえる幽霊たち エヴァ・イボットソン作
三辺律子訳偕成社 児童読み物 8/29

129 おかあさんの手 ( どうわがいっぱい ） まはら三桃文
長谷川義史絵講談社 児童読み物 8/27

130 保健室の日曜日 ( わくわくライブラリー ） 村上しいこ作
田中六大絵講談社 児童読み物 8/8

131 りんご畑の１２ヵ月 ( 講談社の創作絵本 ） 松本猛文
中武ひでみつ絵講談社 児童読み物 8/28

132 ルドルフとスノーホワイト 斉藤洋作
杉浦範茂絵講談社 児童読み物 8/20

133 すりかわったチャンピオン犬 ( 名探偵犬バディ２　全３巻） ドリー・ヒルスタッド・バドラー作
もりうちすみこ訳国土社 児童読み物 8/下

134 うちゅうのまじょ　ティリー（仮） ドン・フリーマン作・絵
なかがわちひろ訳ＢＬ出版 児童読み物 8/下

135 職人の手仕上げ ( 工場の底力１　全４巻 ） こどもくらぶ編著 かもがわ出版 児童ノンフィクション8/下

136 空港の大研究（仮） ( 楽しい調べ学習シリーズ） 秋本俊二監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション8/10

137 古代文明の大研究 ( 楽しい調べ学習シリーズ） 関真興（ｼﾝｺｳ）監修ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション8/1

138 社会でかつやくする自転車 ( Ｑ＆Ａ式　自転車完全マスター２　全４巻） ベースボール・マガジン社児童ノンフィクション8/

139 ジュニア都道府県大図鑑　ジオ 谷川彰英監修 学研マーケティング児童ノンフィクション8/28

140 きのこの不思議 ( 子供の科学☆サイエンスブックス） 保坂健太郎著 誠文堂新光社 児童ノンフィクション8/10

141 資源の大研究　レアメタルから太陽エネルギーまで( 楽しい調べ学習シリーズ） 柴田明夫監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション8/20

142 トカゲ・ヘビ・カメ大図鑑 ( 楽しい調べ学習シリーズ） 疋田努文
関慎太郎写真ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション8/10

143 子どもに伝えたい伝承遊び　お面 日本玩具博物館監修
井上重義文文溪堂 児童ノンフィクション8/下

144 エアヘッド！　売れっ子モデルになっちゃった！？ メグ・キャボット著
代田亜香子訳河出書房新社 ヤングアダルト8/20

145 ナゾ解き算数事件ノート（仮） ( すうがくと友だちになる物語） 小島寛之著
大高郁子絵技術評論社 ヤングアダルト8/3

146 スクールガール・エクスプレス３８ ( ＹＡ！エンターテイメントシリーズ） 芦辺拓著 講談社 ヤングアダルト8/22

147 魔女の物語 ( 魔使いシリーズ外伝 ） ジョゼフ・ディレイニー著　　　　　　　　　　　　　佐竹美保絵
田中亜希子訳東京創元社 ヤングアダルト8/20

148 パンとバラ　ローザとジェイクの物語 キャサリン・パターソン作
岡本浜江訳偕成社 ヤングアダルト8/27

149 空中トライアングル 草野たき著 講談社 ヤングアダルト8/22

150 ぼくが宇宙人をさがす理由 鳴沢真也著 旬報社 ヤングアダルト8/25

151 キャットとカレージャス号の陰謀 ( キャット・ロイヤルシリーズ４　全４巻） ジュリア・ゴールディング作
雨海弘美訳静山社 ヤングアダルト8/上


