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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 隅っこの四季 出久根達郎著 岩波書店 日本文芸書 2/22

2 無地のネクタイ 丸谷才一著 岩波書店 日本文芸書 2/15

3 ＳＦ ＪＡＣＫ 新井素子著　上田早夕里著　冲方丁著　今野敏ほか著角川グループパブリッシング日本文芸書 2/27

4 味な映画の散歩道 池波正太郎著 河出書房新社 日本文芸書 2/8

5 ヴェネツィアの恋人 高野史緒著 河出書房新社 日本文芸書 2/15

6 母の発達、永遠に／猫トイレット荒神 笙野頼子著 河出書房新社 日本文芸書 2/19

7 とうざい 田牧大和著 講談社 日本文芸書 2/26

8 図書館の魔女 上 ※第４５回メフィスト賞受賞作品高田大介著 講談社 日本文芸書 2/27

9 図書館の魔女 下 ※第４５回メフィスト賞受賞作品高田大介著 講談社 日本文芸書 2/27

10 私がいないクリスマス 加藤元著 講談社 日本文芸書 2/19

11 赤と白 ※第２５回小説すばる新人賞受賞作品櫛木理宇著 集英社 日本文芸書 2/28

12 加賀乙彦 自伝 加賀乙彦著 集英社 日本文芸書 2/28

13 名も無き世界のエンドロール ※第２５回小説すばる新人賞受賞作品行成薫著 集英社 日本文芸書 2/28

14 猫はときどき旅に出る 高橋三千綱著 集英社 日本文芸書 2/26

15 九死一生 小手鞠るい著 小学館 日本文芸書 2/13

16 還れぬ家 佐伯一麦著 新潮社 日本文芸書 2/28

17 連れ猫 吉野万理子著 新潮社 日本文芸書 2/22

18 肉骨茶 ※第４４回新潮新人賞受賞作品高尾長良著 新潮社 日本文芸書 2/28

19 ふたり 神田茜著 新潮社 日本文芸書 2/28

20 三日間の相棒 永瀬隼介著 中央公論新社 日本文芸書 2/25

21 一私小説書きの日乗 西村賢太著 文藝春秋 日本文芸書 2/下

22 キャパの十字架 沢木耕太郎著 文藝春秋 日本文芸書 2/上

23 黄昏旅団 真藤順丈著 文藝春秋 日本文芸書 2/下

24 ホテル・コンシェルジェ 門井慶喜著 文藝春秋 日本文芸書 2/5

25 執着 捜査一課・澤村慶司 堂場瞬一著 角川グループパブリッシング日本文芸書 2/27

26 正義のセ 阿川佐和子著 角川グループパブリッシング日本文芸書 2/28

27 美しい家 新野剛志著 講談社 日本文芸書 2/1

28 ローカル線で行こう！ 真保裕一著 講談社 日本文芸書 2/12

29 隠された刻（とき） Ｈｉｄｄｅｎ Ｔｉｍｅｓ 坂東眞砂子著 新潮社 日本文芸書 2/22

30 春風伝 葉室麟著 新潮社 日本文芸書 2/22

31 双頭の船 池澤夏樹著 新潮社 日本文芸書 2/28

32 ドンナ ビアンカ 誉田哲也著 新潮社 日本文芸書 2/18

33 なめらかで熱くて甘苦しくて 川上弘美著 新潮社 日本文芸書 2/28

34 パン屋を襲う 村上春樹著　カット・メンシック/ｲﾗｽﾄﾚｰｼｮﾝ新潮社 日本文芸書 2/28

35 黙示 真山仁著 新潮社 日本文芸書 2/22

36 烈風のレクイエム 熊谷達也著 新潮社 日本文芸書 2/20

37 一路 上 浅田次郎著 中央公論新社 日本文芸書 2/25

38 一路 下 浅田次郎著 中央公論新社 日本文芸書 2/25

39 闇医者おゑん秘録帖 あさのあつこ著 中央公論新社 日本文芸書 2/25

40 探偵・竹花 孤独の絆 藤田宜永著 文藝春秋 日本文芸書 2/6

41 蜂蜜秘密 小路幸也著 文藝春秋 日本文芸書 2/15

42 蘭陵王の恋 ( 新・御宿かわせみ ） 平岩弓枝著 文藝春秋 日本文芸書 2/26

43 銀座並木通り 池波正太郎初期戯曲集 池波正太郎著 幻戯書房 日本文芸書 2/上

44 心配しないで、モンスター 平安寿子著 幻冬舎 日本文芸書 2/25

45 突破口 マネロン室 笹本稜平著 幻冬舎 日本文芸書 2/25

46 ロスト・ケア ※第１６回日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作品 葉真中顕著 光文社 日本文芸書 2/15

47 福家警部補の報告 大倉崇裕著 東京創元社 日本文芸書 2/20

48 ＫＡＭＩＫＡＫＵＳＨＩ 神隠し ※第４回日経小説大賞受賞作品長野慶太著 日本経済新聞出版社日本文芸書 2/20

49 使者と果実 梶村啓二著 日本経済新聞出版社日本文芸書 2/20

50 やがて、警官は微睡る 日明恩著 双葉社 日本文芸書 2/19

51 沈黙の町で 奥田英朗著 朝日新聞出版 日本文芸書 2/7

52 晩夏 東京湾臨海署安積班 今野敏著 角川春樹事務所日本文芸書 2/中

53 明日死ぬかもしれない自分、そしてあなたたち 山田詠美著 幻冬舎 日本文芸書 2/12

54 玉みがき（仮） 三崎亜記著 幻冬舎 日本文芸書 2/25

55 女神は微笑まない（仮） 井上尚登著 光文社 日本文芸書 2/下

56 用心棒血戦記 破邪の剣 鳥羽亮著 徳間書店 日本文芸書 2/
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57 いよう！ 山田宗樹著 ポプラ社 日本文芸書 2/中

58 慟哭の家 江上剛著 ポプラ社 日本文芸書 2/中

59 透明な人参 莫言珠玉集 ( ノーベル文学賞受賞講演収録） 莫言著　藤井省三訳朝日出版社 外国文芸書 2/15

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 2/27

61 とうもろこしの乙女、あるいは七つの悪夢 ジョイス・キャロル・オーツ著　栩木玲子訳河出書房新社 外国文芸書 2/15

62 もうひとつの街 ミハル・アイヴァス著　阿部賢一訳河出書房新社 外国文芸書 2/15

63 第四の館 ( 未来の文学 ） Ｒ・Ａ・ラファティ著　柳下毅一郎訳国書刊行会 外国文芸書 2/25

64 包囲 ヘレン・ダンモア著　小泉博一訳国書刊行会 外国文芸書 2/25

65 夏の嘘 ( 新潮クレスト・ブックス ） ベルンハルト・シュリンク著　松永美穂訳新潮社 外国文芸書 2/26

66 空気の名前 ※エクス・リブリス/ハビエル・ビジャウルティア賞受賞作品アルベルト・ルイ＝サンチェス著　斎藤文子訳白水社 外国文芸書 2/中

67 美術品はなぜ盗まれるのか サンディ・ネアン著　中山ゆかり訳白水社 外国文芸書 2/中

68 キャサリン・カーの終わりなき旅 トマス・Ｈ・クック著　駒月雅子訳早川書房 外国文芸書 2/

69 変 莫言著　長堀祐造訳明石書店 外国文芸書 2/下

70 Ｔｈｅ Ｐｅｏｐｌｅ ｏｆ Ｊａｐａｎ 「私の見た日本人」（仮） パール・バック著　丸田浩訳国書刊行会 外国文芸書 2/25

71 言語都市 ( 新☆ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ) ※ローカス賞ＳＦ長篇部門受賞作品チャイナ・ミエヴィル著　内田昌之訳早川書房 外国文芸書 2/6

72 常備菜と買いおき食材ですぐにおいしい 飛田さん家のお弁当 飛田和緒著 家の光協会 くらしの実用書2/26

73 一家に１冊 お弁当大百科 ( 別冊ＮＨＫきょうの料理 ） ＮＨＫ出版編 ＮＨＫ出版 くらしの実用書2/19

74 安いお肉をもっとおいしく ( あしたの生活 ） ＮＨＫ出版編 ＮＨＫ出版 くらしの実用書2/19

75 素材別 毎日のおかず大全集 ( オレンジページムック ） オレンジページくらしの実用書2/16

76 楽しくて元気になる 和紙ちぎり絵 田中悠子監修 主婦の友社 くらしの実用書2/6

77 うーらの おうちカレー７７変化 庄司智子著 世界文化社 くらしの実用書2/20

78 手作りを楽しむ！はじめてのかんたんロックミシン（仮） 中嶌有希著 日東書院本社 くらしの実用書2/21

79 今から知っておきたいお葬式とお墓４５のこと 小谷みどり著 家の光協会 くらしの実用書2/26

80 毎日、おいしい＆満足！ 中高生のお弁当 主婦の友社編 主婦の友社 くらしの実用書2/20

81 ひとつのカタチからいろいろフクロ ハセガワアコ著 文化出版局 くらしの実用書2/

82 一日も早く起業したい人が「やっておくべきこと・知っておくべきこと」 中野裕哲著 明日香出版社 ビジネス・くらしの経済2/

83 あぁ、そういうことか！漁業のしくみ 亀井まさのり著 恒星社厚生閣 ビジネス・くらしの経済2/下

84 既卒・フリーターの就職 一発逆転の法則 秋庭洋著 新人物往来社 ビジネス・くらしの経済2/21

85 ゼロから理解する コメの基本 ( すぐわかる すごくわかる！） 丸山清明著 誠文堂新光社 ビジネス・くらしの経済2/21

86 食と農のコミュニティ論 地域活性化の戦略 碓井たかし著　松宮朝著創元社 ビジネス・くらしの経済2/25

87 必ず役立つ！男のマナーパーフェクトＢＯＯＫ 尾形圭子監修 ナツメ社 ビジネス・くらしの経済2/上

88 私を磨く！毎日が輝く！女性のビジネスマナー 松本昌子監修 ナツメ社 ビジネス・くらしの経済2/上

89 実践！ＢＣＰ展開マニュアル ( 災害対策の効率的な取り組み方と進め方） 中村茂弘著 日刊工業新聞社ビジネス・くらしの経済2/

90 誰も教えてくれない「間取り」の○と× 間取り戦略検討会著エクスナレッジ すまいと住宅2/16

91 日照条件でわかる宿根草ガイドブック ( ＮＨＫ趣味の園芸 ） 小黒晃著 ＮＨＫ出版 すまいと住宅2/19

92 日本の名橋 完全名鑑 ( 廣済堂ベストムック ） 日本橋梁建設協会編廣済堂出版 すまいと住宅2/下

93 初心者でも簡単につくれる実践ガイドつき ＤＩＹで自分らしい暮らし( 主婦の友生活シリーズ ） 主婦の友社編 主婦の友社 すまいと住宅2/15

94 建築家、走る 隈研吾著 新潮社 すまいと住宅2/28

95 はじめてのコンテナ野菜づくり 麻生健洲監修 ナツメ社 すまいと住宅2/中

96 家族が「がん」になったら知っておくべきこと 中川恵一監修 池田書店 健康と家庭の医学2/15

97 くわしく知りたい目の病気 ( 別冊ＮＨＫきょうの健康 ） 大鹿哲郎総監修　ＮＨＫ出版編ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学2/19

98 依存症があらわれるとき ( こころライブラリー ） 廣中直行著 講談社 健康と家庭の医学2/20

99 強迫性障害に悩む人の気持ちがわかる本 ( こころライブラリー ） 原井宏明監修 講談社 健康と家庭の医学2/27

100 女性のうつ病 ( よくわかる最新医学 ） 野田順子著 主婦の友社 健康と家庭の医学2/14

101 ぜんぶわかる最先端医療 菊池眞監修　　　　　　　　成美堂出版編集部編
成美堂出版 健康と家庭の医学2/20

102 毎日おいしく食べる！胃を切った人のための食事 比企直樹著 ナツメ社 健康と家庭の医学2/下

103 薬草の科学 ( おもしろサイエンス ） 佐竹元吉編著 日刊工業新聞社健康と家庭の医学2/

104 脳が２０歳若返る！体の不調が治る！ ( 「かみ合わせ」改善ＢＯＯＫ） 丸山剛郎著 ＰＨＰ研究所 健康と家庭の医学2/7

105 イラストでわかる リンパ浮腫 ( 手術後・退院後の安心シリーズ） 廣田彰男著 法研 健康と家庭の医学2/1

106 名医が語る最新・最良の治療 ( 腰部脊柱管狭窄症・腰椎椎間板ヘルニア） 高橋寛ほか著 法研 健康と家庭の医学2/1

107 子育てネットワークの現在（仮） 山縣文治監修　中谷奈津子編明石書店 教育と福祉 2/下

108 「小１プロブレム」解決ハンドブック ( 健康ライブラリー ） 月森久江監修 講談社 教育と福祉 2/25

109 子どもの病気・けが 救急＆ケアＢＯＯＫ ( ＰｒｉＰｒｉブックス ） 秋山千枝子監修 世界文化社 教育と福祉 2/21

110 室内あそびが１００倍楽しくなる！手作りおもちゃ（仮）( ＰＨＰビジュアル実用ＢＯＯＫＳ） 築地制作所編著 ＰＨＰ研究所 教育と福祉 2/18

111 図解で早わかり 改正対応！最新労働契約と就業規則のしくみ 小島彰監修 三修社 くらしの法律2/

112 図解で早わかり借地借家の法律とトラブル解決法 森公任監修 三修社 くらしの法律2/
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113 事業者必携 独占禁止法・景表法・下請法の法律知識 元榮太一郎監修 三修社 くらしの法律2/

114 親と一緒に考えるかしこい相続 板倉京著　羽田リラ著日本経済新聞出版社くらしの法律2/18

115 日本列島 地震の２０００年史 保立道久著　平川新ほか著朝日新聞出版 歴史と紀行 2/20

116 江戸幕府と国防 ( 講談社選書メチエ ） 松尾晋一著 講談社 歴史と紀行 2/12

117 二・二六事件蹶起将校 最後の手記 山本又著 文藝春秋 歴史と紀行 2/7

118 日露戦争史２ 半藤一利著 平凡社 歴史と紀行 2/

119 方言漢字 笹原宏之著 角川グループパブリッシング日本の文化 2/22

120 図説 神道 八百万の神々と日本人 ( ふくろうの本/日本の文化） 三橋健著 河出書房新社 日本の文化 2/15

121 おみやげと鉄道 名物で語る日本近代史 鈴木勇一郎著 講談社 日本の文化 2/25

122 日本のお葬式はどう変わったか（仮） 彩流社編集部編 彩流社 日本の文化 2/

123 明治神宮 ( 新潮選書 ） 今泉宜子著 新潮社 日本の文化 2/22

124 京都の古社寺 色彩巡礼 信仰の色、古典の彩りを求めて 吉岡幸雄著　中田昭写真淡交社 日本の文化 2/20

125 憧れの料理 懐かしの味 阿古真理著 筑摩書房 日本の文化 2/5

126 比喩表現をみがく（仮） 日本語の「喩える」力 ( 筑摩選書 ） 中村明著 筑摩書房 日本の文化 2/13

127 日本の伝統的織りもの、染めもの（仮） 三宅和歌子著 日東書院本社 日本の文化 2/20

128 源平盛衰記絵本をよむ 石川透編　星瑞穂編三弥井書店 日本の文化 2/上

129 子どもに教えたい世界の建物（仮） エクスナレッジ 世界の文化 2/

130 古代ローマ１万５０００キロの旅 アルベルト・アンジェラ著　関口英子訳　佐瀬奈緒美訳河出書房新社 世界の文化 2/下

131 イスラムとは何か。 ( ｐｅｎ ＢＯＯＫＳ２０ ） ペン編集部編 阪急コミュニケーションズ世界の文化 2/27

132 電力の社会史 竹内敬二著 朝日新聞出版 現代社会 2/8

133 証言記録 東日本大震災 ＮＨＫ「証言記録
東日本大震災」プロジェクト編著ＮＨＫ出版 現代社会 2/15

134 シェアハウスで暮らす シェアパーク監修 誠文堂新光社 現代社会 2/8

135 遺伝子組み換え食品の真実 アンディ・リーズ著　白井和宏訳白水社 現代社会 2/25

136 境界を生きる “性”の狭間の“生” ※早稲田ジャーナリズム大賞受賞作品毎日新聞「境界を生きる」取材班著毎日新聞社 現代社会 2/下

137 こうのとり追って 毎日新聞「こうのとり追って」取材班著毎日新聞社 現代社会 2/下

138 〈沖縄〉基地問題を知る事典 前田哲男編　林博史編　我部政明編吉川弘文館 現代社会 2/20

139 上野千鶴子が聞く 小笠原先生、ひとりで家で死ねますか？ 上野千鶴子著　小笠原文雄著朝日新聞出版 現代社会 2/20

140 検証 福島原発事故・記者会見２ 「収束」の虚妄 木野龍逸著 岩波書店 現代社会 2/27

141 昨日までの世界 上 ジャレド・ダイアモンド著　倉骨彰訳日本経済新聞出版社現代社会 2/25

142 昨日までの世界 下 ジャレド・ダイアモンド著　倉骨彰訳日本経済新聞出版社現代社会 2/25

143 サボり上手な動物たち 海の中から新発見！ ( 岩波科学ライブラリー２０１ カラー版） 佐藤克文著　森阪匡通著岩波書店 サイエンス 2/6

144 シロアリ 女王様、その手がありましたか！ ( 岩波科学ライブラリー２０２ カラー版） 松浦健二著 岩波書店 サイエンス 2/6

145 連鎖する大地震 ( 岩波科学ライブラリー２０４） 遠田晋次著 岩波書店 サイエンス 2/6

146 知っていますか？西洋科学者ゆかりの地 ＩＮ ＪＡＰＡＮ 西條敏美著 恒星社厚生閣 サイエンス 2/6

147 ひらめきの物理学 マーク・レヴィ著　森田由子訳ソフトバンククリエイティブサイエンス 2/22

148 放射性物質と健康 本当に私たちが知りたい５５の基礎知識 黒部信一著 東京書籍 サイエンス 2/下

149 人類７００万年の旅 アリス・ロバーツ著　野中香方子訳文藝春秋 サイエンス 2/

150 サイバー攻撃からビジネスを守る ( セキュリティー診断サービスガイド） 日本セキュリティオペレーション事業者協議会著　　　　　　　　　　　　総務省著・警察庁著ＮＴＴ出版 テクノロジー2/21

151 複合材料が一番わかる（仮） ( しくみ図解 炭素繊維から強化プラスチックまで） 常深信彦著 技術評論社 テクノロジー2/22

152 産業の化学が一番わかる（仮） ( しくみ図解 ） 左巻健男編著 技術評論社 テクノロジー2/5

153 時刻表でたどる新幹線発達史 ( キャンブックス ） 寺本光照著 ＪＴＢパブリッシングテクノロジー2/25

154 図解でよくわかる 地下鉄のすべて ( ＪＴＢの交通ムック ） 梅原淳監修 ＪＴＢパブリッシングテクノロジー2/21

155 路面電車の謎と不思議 史絵著 東京堂出版 テクノロジー2/

156 接着の科学 ( おもしろサイエンス ） 堀井真著 日刊工業新聞社テクノロジー2/19

157 滝平二郎きりえ名作集①冬から春篇                            ～朝日新聞日曜版から滝平二郎著 朝日新聞出版 芸術・スポーツ2/20

158 児童文学の教科書 川端有子著 玉川大学出版部ライブラリアン2/8

159 きょうの絵本 あしたの絵本 ２００１～２０１２の３００冊 広松由希子著 文化出版局 ライブラリアン2/下

160 こぎつね いちねんせい 斉藤洋作　にきまゆ絵あかね書房 児童読み物 2/下

161 ちいさい わたし かさいまり作　おかだちあき絵くもん出版 児童読み物 2/上

162 すてきな曲芸師アンジェロ クエンティン・ブレイク作・絵　谷川俊太郎訳好学社 児童読み物 2/中

163 どろんこ どろんこ ( 講談社の創作絵本 ） 村上康成作・絵 講談社 児童読み物 2/22

164 林業少年 堀米薫作　スカイエマ絵新日本出版社 児童読み物 2/16

165 イヌ カウ コドモ 金森美智子文　スギヤマカナヨ絵童話屋 児童読み物 2/上

166 とっておきの標語 ( とっておきのどうわ ） 村上しいこ作　市居みか絵ＰＨＰ研究所 児童読み物 2/下

167 ひみつの川 ※１９５６年ニューベリー賞オナーブック ※２０１２年ボローニャ・ラガッツィ賞優秀賞受賞作品マージョリー・キナン・ローリングズ文　レオ＆ダイアン・ディロン絵ＢＬ出版 児童読み物 2/下

168 ごぞんじ！かいけつしろずきん もとしたいづみ作　竹内通雅絵ひかりのくに 児童読み物 2/上
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169 そなえあればうれしいな ( 福音館創作童話シリーズ/ラビントットと空の魚 第２話 全５巻） 越智典子作　にしざかひろみ画福音館書店 児童読み物 2/20

170 ぼく、まってるから ( おはなしえほんシリーズ） 正岡慧子作　おぐらひろかず絵フレーベル館 児童読み物 2/

171 かあさんは どこ？ クロード・Ｋ・デュボワ作・絵　落合恵子訳ブロンズ新社 児童読み物 2/中

172 ねこの手かします ～かいとうゼロのまき～ ( 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 2/25

173 バーナムの骨 トレイシー・Ｅ・ファーン文　ボリス・クリコフ絵　片岡しのぶ訳光村教育図書 児童読み物 2/上

174 ぼくのサイ ジョン・エイジー作・絵　青山南訳光村教育図書 児童読み物 2/下

175 もしも、ぼくがトラになったら ※「スイスの最も美しい本リスト２０１１」選出ディーター・マイヤー文　フランツィスカ・ブルクハルト絵　那須田淳訳光村教育図書 児童読み物 2/下

176 ふかいあな キャンデス・フレミング文　エリック・ローマン絵　なかがわちひろ訳あすなろ書房 児童読み物 2/25

177 かくれんぼ どうぶつえん 今森光彦切り絵　石津ちひろ文アリス館 児童読み物 2/上

178 スターリンの鼻が落っこちた ※ニューベリー賞オナー賞受賞作品ユージン・イェルチン作・絵　若林千鶴訳岩波書店 児童読み物 2/22

179 プレッツェルのはじまり エリック・カール作　アーサー・ビナード訳偕成社 児童読み物 2/4

180 じゃんけんのすきな女の子 ( キッズ文学館 ） 松岡享子作　大社玲子絵学研マーケティング児童読み物 2/5

181 ４月のおはなし ドキドキ新学期 ( わくわくライブラリー/おはなし１２か月） はやみねかおる作　田中六大絵講談社 児童読み物 2/25

182 しょんぼりしないで、ねずみくん！ ジェド・ヘンリー作・絵　なかがわちひろ訳小学館 児童読み物 2/20

183 ともだちをさがそう、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 2/

184 つなひき ジョン・バーニンガム作・絵　谷川俊太郎訳ＢＬ出版 児童読み物 2/下

185 おなべふこどもしんりょうじょ ( 日本傑作絵本シリーズ ） やぎゅうげんいちろう作・絵福音館書店 児童読み物 2/6

186 め牛のママ・ムー ( 世界傑作絵本シリーズ ） ユィヤ・ヴィースランデル/トーマス・ヴィースランデル文　スヴェン・ノードクヴィスト絵福音館書店 児童読み物 2/20

187 不可能への挑戦 ( 工場の底力３ 全４巻 ） こどもくらぶ編 かもがわ出版 児童ノンフィクション2/中

188 洋画家～黒田清輝、岸田劉生、高橋由一ほか( 教科書に出てくる日本の画家３ 全３巻） 糸井邦夫著　伊野孝行著汐文社 児童ノンフィクション2/27

189 町で見かけるもの 身近なものができるまで ( 工場見学！３ 全３巻 ） 中村智彦監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション2/13

190 道路 ( 見学しよう工事現場７ 第２期 全４巻） 溝渕利明監修 ほるぷ出版 児童ノンフィクション2/下

191 日本と世界の図書館を見てみよう ( 図書館のすべてがわかる本３ 全４巻） 秋田喜代美監修　こどもくらぶ編岩崎書店 児童ノンフィクション2/21

192 楽しく遊ぶ学ぶ くふうの図鑑 ( 小学館の図鑑 プレＮＥＯ図鑑） 鎌田和宏監修 小学館 児童ノンフィクション2/22

193 山田教授が教える！１３歳からの領土・国境問題 山田吉彦著 海竜社 ヤングアダルト2/

194 天山の巫女ソニン 江南外伝 海竜の子 菅野雪虫著 講談社 ヤングアダルト2/25

195 紅玉は終わりにして始まり 時間旅行者の系譜 ケルスティン・ギア著　遠山明子訳東京創元社 ヤングアダルト2/8

196 わたしが降らせた雪 ※デズモンド・エリオット賞受賞作品 ※アマゾン2012年4月ベストブックス選出グレース・マクリーン著　堀川志野舞訳早川書房 ヤングアダルト2/

197 何のために生まれてきたの？ ( １００年インタビュー ） やなせたかし著 ＰＨＰ研究所 ヤングアダルト2/5

198 幸福トラベラー 山本幸久著 ポプラ社 ヤングアダルト2/中

199 モナミは宇宙を終わらせる？ ( カドカワ銀のさじシリーズ） はやみねかおる著角川グループパブリッシングヤングアダルト2/27

200 冒険前夜 ぼくは、歩いて、撮って、書き続ける( １５歳の寺子屋 ） 石川直樹著 講談社 ヤングアダルト2/21

201 卒業するわたしたち 加藤千恵著 小学館 ヤングアダルト2/13


