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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 南無ロックンロール二十一部経 古川日出男著 河出書房新社 日本文芸書 5/13

2 愛の徴　－天国の方角 近本洋一著 講談社 日本文芸書 5/22

3 快楽 青山七恵著 講談社 日本文芸書 5/23

4 ヤマネコ・ドーム 津島佑子著 講談社 日本文芸書 5/23

5 美しい心臓 小手鞠るい著 新潮社 日本文芸書 5/22

6 馳星周の喰人魂 馳星周著 中央公論新社 日本文芸書 5/25

7 往古来今（オウコライコン）　 磯﨑憲一郎著 文藝春秋 日本文芸書 5/10

8 青い花 辺見庸著 角川グループホールディングス日本文芸書 5/31

9 あなたにだけわかること 井上荒野著 講談社 日本文芸書 5/27

10 家族写真 荻原浩著 講談社 日本文芸書 5/15

11 さいとう私立さいとう高校野球部 あさのあつこ著 講談社 日本文芸書 5/

12 島はぼくらと 辻村深月著 講談社 日本文芸書 5/下

13 第四権力〈スキャンダラス・テレビジョン〉 高杉良著 講談社 日本文芸書 5/15

14 クローズアップ 今野敏著 集英社 日本文芸書 5/24

15 ソウルメイト 馳星周著 集英社 日本文芸書 5/下

16 愛に乱暴 吉田修一著 新潮社 日本文芸書 5/22

17 いつも彼らはどこかに 小川洋子著 新潮社 日本文芸書 5/31

18 風屋敷の告白 藤田宜永著 新潮社 日本文芸書 5/22

19 聖痕 筒井康隆著 新潮社 日本文芸書 5/31

20 ふたつめの庭 大崎梢著 新潮社 日本文芸書 5/22

21 来春まで　お鳥見女房 諸田玲子著 新潮社 日本文芸書 5/22

22 暮れていく愛 鹿島田真希著 文藝春秋 日本文芸書 5/10

23 ゾーンにて 田口ランディ著 文藝春秋 日本文芸書 5/15

24 調律師 熊谷達也著 文藝春秋 日本文芸書 5/22

25 ときぐすり　 ( まんまこと４ ) 畠中恵著 文藝春秋 日本文芸書 5/30

26 余命一年のスタリオン 石田衣良著 文藝春秋 日本文芸書 5/15

27 崩壊の序曲（仮） 塩田武士著 光文社 日本文芸書 5/17

28 かまさん 門井慶喜著 祥伝社 日本文芸書 5/20

29 七つの顔の漱石 出久根達郎著 晶文社 日本文芸書 5/13

30 シャーロック・ホームズたちの冒険 田中啓文著 東京創元社 日本文芸書 5/29

31 ヨハネスブルグの天使たち ( ハヤカワＳＦシリーズＪコレクション) 宮内悠介著 早川書房 日本文芸書 5/24

32 鯖猫長屋浮世ばなし 田牧大和著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 5/下

33 東京ダンジョン 福田和代著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 5/1

34 ただの犬となれ（仮） 山本甲士著 双葉社 日本文芸書 5/20

35 あずかりやさん 大山淳子著 ポプラ社 日本文芸書 5/7

36 東京ホタル 中村航著 原田マハほか著ポプラ社 日本文芸書 5/7

37 聖なる怠け者の冒険 森見登美彦著 朝日新聞出版 日本文芸書 5/17

38 鬼と三日月　山中鹿之助、参る！ 乾緑郎著 朝日新聞出版 日本文芸書 5/17

39 愛ふたたび 渡辺淳一著 幻冬舎 日本文芸書 5/上

40 偽りのシスター 横関大著 幻冬舎 日本文芸書 5/下

41 東京バビロン 新堂冬樹著 幻冬舎 日本文芸書 5/下

42 グランド・マンション壱番館（仮） 折原一著 光文社 日本文芸書 5/17

43 くるすの残光　いえす再臨 仁木英之著 祥伝社 日本文芸書 5/14

44 歳月がくれるもの　まいにち、ごきげんさん 田辺聖子著 世界文化社 日本文芸書 5/23

45 続・珈琲屋の人々 池永陽著 双葉社 日本文芸書 5/20

46 マヨラナ～消えた天才物理学者を追う ジョアオ・マゲイジョ著 塩原通緒訳ＮＨＫ出版 外国文芸書 5/29

47 もうひとつの「最後の授業」 Ｊ・パウシュ著 小川敏子訳講談社 外国文芸書 5/14

48 特捜部Ｑ　カルテ番号６４ ( ハヤカワミステリ ) ユッシ・エーズラ・オールスン著 吉田薫訳早川書房 外国文芸書 5/9

49 口で鳥をつかまえる男 アズィズ・ネスィン著 護雅夫訳 林佳世子解説藤原書店 外国文芸書 5/上

50 天使エスメラルダ　９つの物語 ドン・デリーロ著 柴田元幸ほか訳新潮社 外国文芸書 5/31

51 シスターズ・ブラザーズ ※カナダ総督文学賞／オレゴン文学賞／ロジャース文芸財団小説賞／スティーヴン・リーコック・ユーモア賞受賞作品パトリック・デウィット著 茂木健訳東京創元社 外国文芸書 5/10

52 双眼鏡からの眺め ※全米批評家協会賞・ＰＥＮ／マラマッド賞受賞作品イーディス・パールマン著 古屋美登里訳早川書房 外国文芸書 5/24

53 白い人びと　バーネット短篇選 ( 大人の本棚 ) フランシス・ホジソン・バーネット著 中村妙子訳みすず書房 外国文芸書 5/9

54 手作り食品レシピ帖 为婦と生活社編 为婦と生活社 くらしの実用書5/31

55 定番野菜で季節のサラダ 渡辺麻紀著 文化出版局 くらしの実用書5/下

56 てづくりロゼット 大野紅著 文化出版局 くらしの実用書5/中
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57 かしこいおかず 朝日新聞社編 朝日新聞出版 くらしの実用書5/21

58 はじめてさんのソーイング ( ＮＨＫすてきにハンドメイドセレクション) かわいきみ子著 ＮＨＫ出版 くらしの実用書5/

59 中華なべで１５分！　燻製おつまみ ( 講談社のお料理ＢＯＯＫ) 太田潤著 講談社 くらしの実用書5/15

60 使える魚介レシピ 丹下輝之著 日高良実著 菰田欣也著柴田書店 くらしの実用書5/2

61 为菜 飛田和緒著 为婦と生活社 くらしの実用書5/31

62 親の家を片づける 为婦の友社編 为婦の友社 くらしの実用書5/31

63 じゃが　たま　にんじん　おかず帖 重信初江著 为婦の友社 くらしの実用書5/22

64 いちばんよくわかる　ゆかたとじんべい 日本ヴォーグ社くらしの実用書5/18

65 マスコットキャラクター図鑑　「かわいい」が生み出すコミュニケーション リンクアップ著 グラフィック社 ビジネス・くらしの経済5/25

66 うつ病の人の職場復帰を成功させる本 ( 健康ライブラリーイラスト版) 秋山剛監修 講談社 ビジネス・くらしの経済5/15

67 手取りが減った人のお金のルール 氏家祥美監修 为婦の友社 ビジネス・くらしの経済5/29

68 金融の世界史　バブルと戦争と株式市場 ( 新潮選書 ) 板谷敏彦著 新潮社 ビジネス・くらしの経済5/24

69 私たちはなぜ税金を納めるのか ( 新潮選書 ) 諸富徹著 新潮社 ビジネス・くらしの経済5/24

70 「企業年金」のしくみがわかる本 野村証券企業年金研究チーム著東洋経済新報社ビジネス・くらしの経済5/30

71 写真で見つける病害虫対策ブック ( 生活実用シリーズ ) 草間祐輔著 ＮＨＫ出版 すまいと住宅5/

72 植物と暮らす毎日 为婦の友社編 为婦の友社 すまいと住宅5/15

73 ひざ痛を治す　～正しく動かす　元気に歩く ( 別冊ＮＨＫきょうの健康 ) 宗田大総監修 ＮＨＫ出版編ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学5/15

74 今日からできる　ロコモティブシンドローム対処法 中村耕三監修 講談社 健康と家庭の医学5/20

75 腸を育てる！子どもの便秘の悩みをすっきり解消する本( 講談社の実用ＢＯＯＫ ) 松生恒夫著 講談社 健康と家庭の医学5/30

76 スーパー図解　頻尿・尿失禁 ( トップ専門医の「家庭の医学」シリーズ) 高橋悟著 法研 健康と家庭の医学5/15

77 ひとりで子育てしようと思ったら読む本 新川てるえ著 イースト・プレス教育と福祉 5/28

78 水あそび　プールあそび大図鑑 あそび編集委員会編かもがわ出版 教育と福祉 5/下

79 ３歳までの子育てに大切なたった５つのこと ( 健康ライブラリー ) 佐々木正美監修 講談社 教育と福祉 5/27

80 家族の認知症に気づいて支える本 斎藤正彦著 小学館 教育と福祉 5/29

81 「ほめ方」「叱り方」「しつけ方」に悩んだら読む本 佐々木正美著 若松亜紀著ＰＨＰ研究所 教育と福祉 5/13

82 すぐに役立つ　最新　家事事件手続法のしくみと書式 梅原ゆかり監修 三修社 くらしの法律5/20

83 図説　日本の海岸 柴山知也編 茅根創編朝倉書店 歴史と紀行 5/中

84 昭和三十年代　演習 関川夏央著 岩波書店 歴史と紀行 5/28

85 まち歩き解剖図鑑 エクスナレッジ 歴史と紀行 5/30

86 アイウィットネス　時代を目撃したカメラマン 平敷安常著 講談社 歴史と紀行 5/31

87 僕の島は戦場だった　封印された沖縄戦の記録 佐野眞一著 集英社 歴史と紀行 5/15

88 神の島　沖ノ島 藤原新也著・写真 安部龍太郎著小学館 歴史と紀行 5/17

89 ケネディと世界存亡の危機 ( オリーバ・ストーンが語る　もうひとつのアメリカ史２　全３巻) オリバー・ストーン＆ピーター・カズニック著 熊谷玲美ほか訳早川書房 歴史と紀行 5/9

90 ＮＨＫ読み間違えやすい日本語ハンドブック ＮＨＫアナウンス室編ＮＨＫ出版 日本の文化 5/

91 元雅と禅竹　夢と死とエロス ( 能を読む３　全４巻 ) 梅原猛監修 観世清和監修角川グループホールディングス日本の文化 5/

92 江戸の風評被害 ( 筑摩選書００６６ ) 鈴木浩三著 筑摩書房 日本の文化 5/13

93 世界が認めたニッポンの居眠り（仮） ブリギッテ・シュテーガー著阪急コミュニケーションズ日本の文化 5/29

94 美しい日本の伝統色 森村宗冬著 山川出版社 日本の文化 5/1

95 昔ばなし　あの世とこの世を結ぶ物語 古川のり子著 山川出版社 日本の文化 5/上

96 海と人類の遥かな歴史 ブライアン・フェイガン著 東郷えりか訳河出書房新社 世界の文化 5/10

97 チーズと文明 ポール・キンステッド著 和田佐規子訳築地書館 世界の文化 5/下

98 メディアとしての紙の文化史 ローター・ミュラー著 三谷武司訳東洋書林 世界の文化 5/2

99 演技殺人　「隣のモンスター」から身を守る 一橋文哉著 講談社 現代社会 5/28

100 ウェブ文明論 ( 新潮選書 ) 池田純一著 新潮社 現代社会 5/24

101 福島原発事故への道程 ＮＨＫ　ＥＴＶ特集取材班編新潮社 現代社会 5/

102 「便利」は人間を不幸にする ( 新潮選書 ) 佐倉統著 新潮社 現代社会 5/24

103 ビッグデータの正体　情報の産業革命が世界のすべてを変える ビクター・ショーンベルガー著 ケネス・クッカー著 斎藤栄一郎訳講談社 現代社会 5/20

104 ネット選挙　解禁がもたらす日本社会の変容 西田亮介著 東洋経済新報社現代社会 5/30

105 産みたいのに産めない　～卵子老化の衝撃 ＮＨＫ取材班編 文藝春秋 現代社会 5/15

106 ＮＨＫスペシャル未解決事件「オウム真理教」 ＮＨＫ取材班編著 文藝春秋 現代社会 5/下

107 記憶をコントロールする ( 岩波科学ライブラリー２０８) 井ノ口馨著 岩波書店 サイエンス 5/9

108 数学は歴史をどう変えてきたか アン・ルーニー著 秋山仁監修 吉富節子訳東京書籍 サイエンス 5/23

109 鳥・人・自然　いのちのにぎわいを求めて 樋口広芳著 東京大学出版会サイエンス 5/24

110 おもしろサイエンス　カビの科学 ( 今日からモノ知りシリーズ) 李憲俊著 日刊工業新聞社サイエンス 5/29

111 おもしろサイエンス　神経細胞の科学 倉橋隆著 竹内裕子著日刊工業新聞社サイエンス 5/

112 あしあとの動物園　リアル図鑑 小宮輝之著 ぱる出版 サイエンス 5/30
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113 周期表　いまも進化中 ( サイエンス・パレット（仮）) 渡辺正訳 丸善出版 サイエンス 5/31

114 生命の歴史　進化と絶滅の４０億年 ( サイエンス・パレット（仮）) 鈴木寿志訳 岸田拓士訳丸善出版 サイエンス 5/

115 地球　－宇宙でいちばんにぎやかな星 ( サイエンス・パレット（仮）) 川上紳一訳 丸善出版 サイエンス 5/31

116 テレビゲームの誕生（仮） 上村雅之著 細井浩一著 中村彰憲著ＮＴＴ出版 テクノロジー5/下

117 全図解　日本と世界の「発電」地図帳 ( ビジュアルはてなマップ ) 矢沢サイエンスオフィス著技術評論社 テクノロジー5/

118 再生可能エネルギーが一番わかる ( しくみ図解 ) 今泉大輔著 技術評論社 テクノロジー5/29

119 トコトンやさしい配管の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 西野悠司著 日刊工業新聞社テクノロジー5/23

120 あこがれの山登り１００の基本 ( 学研ムック ) 学研パブリッシング編学研マーケティング芸術・スポーツ5/10

121 ピアノの歴史 スチュアート・アイサコフ著 中村友訳河出書房新社 芸術・スポーツ5/20

122 もっと知りたい　菱田春草　生涯と作品 鶴見香織著 東京美術 芸術・スポーツ5/下

123 明日をひらく図書館　長野の実践と挑戦 宮下明彦編著 牛山圭吾編著青弓社 ライブラリアン5/25

124 図書館情報学基礎 ( シリーズ図書館情報学１　全３巻) 根本彰編 東京大学出版会ライブラリアン5/24

125 夜の迷路で妖怪パニック ( 妖怪道中膝栗毛５ ) 三田村信行作 十々夜絵あかね書房 児童読み物 5/下

126 算数の天才なのに計算ができない男の子のはなし
バーバラ・エシャ
ム文 マイク＆

岩崎書店 児童読み物 5/13

127 妖怪食堂 ( 妖怪絵本シリーズ４ ) 広瀬克也作・絵 絵本館 児童読み物 5/下

128 ふわふわするのもしごとです ( おばけやさん３　 ) おかべりか作・絵 偕成社 児童読み物 5/27

129 おいしいぼうし シゲタサヤカ作・絵教育画劇 児童読み物 5/上

130 ねずみのつきめくり ( レオ＝レオニの絵本 ) レオ＝レオニ絵 谷川俊太郎詩好学社 児童読み物 5/下

131 かさねちゃんにきいてみな 有沢佳映著 講談社 児童読み物 5/15

132 きいのいえで ( 講談社の創作絵本) ※第３４回講談社絵本新人賞受賞作品種村有希子作・絵 講談社 児童読み物 5/23

133 たなばたさま　きららきらら ( ワンダーおはなし絵本 ) 長野ヒデ子作・絵 世界文化社 児童読み物 5/下

134 お人形屋さんに来たネコ 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 5/15

135 しましまとぽちぽち ダーロフ・イプカー作・絵 山下明生訳ＢＬ出版 児童読み物 5/10

136 ポットさんのぼうし ( ポットさんシリーズ ) きたむらさとし作・絵ＢＬ出版 児童読み物 5/下

137 ねこのピート　だいすきなしろいくつ エリック・リトウィン作 ジェームス・ディーン画 大友剛訳 長谷川義史文字画ひさかたチャイルド児童読み物 5/10

138 ほら、ぼくペンギンだよ バレリー・ゴルバチョフ作・絵 まえざわあきえ訳ひさかたチャイルド児童読み物 5/27

139 わたしのひよこ ( ポプラ物語館４８ ) 礒みゆき作 ささめやゆき絵ポプラ社 児童読み物 5/上

140 はいチーズ 長谷川義史作・絵 絵本館 児童読み物 5/下

141 きょうのえほん 金の星社 児童読み物 5/下

142 カラスのスッカラ 石津ちひろ作 猫野ぺすか絵佼成出版社 児童読み物 5/22

143 いもほり　コロッケ ( 講談社の創作絵本 ) おだしんいちろう文 こばようこ絵講談社 児童読み物 5/13

144 七月七日はまほうの夜 ( おはなし１２か月　７月のおはなし) 石井睦美作 高橋和枝絵講談社 児童読み物 5/23

145 ハイジ ( 講談社の翻訳絵本 ) ヨハンナ・シュピリ作 マーヤ・デュシコーヴァ絵 平野卿子訳講談社 児童読み物 5/20

146 すいか！ ( にじいろえほん ) 石津ちひろ文 村上康成絵小峰書店 児童読み物 5/下

147 かあちゃん取扱説明書 いとうみく作 佐藤真紀子絵童心社 児童読み物 5/20

148 かたつむり　どこいった？ トミー・ウンゲラー作・絵 おおさわちか訳長崎出版 児童読み物 5/20

149 ぼくのくつ　どこいった？ トミー・ウンゲラー作・絵 おおさわちか訳長崎出版 児童読み物 5/20

150 ぜんぶ夏のこと 薫くみこ作 ＰＨＰ研究所 児童読み物 5/下

151 旅の絵本８ ( 安野光雅の絵本 ) 安野光雅作・絵 福音館書店 児童読み物 5/22

152 カエルのおでかけ ( おはなしえほん ) 高畠那生作・絵 フレーベル館 児童読み物 5/15

153 これ　だれの？ みやこしあきこ作・絵ブロンズ新社 児童読み物 5/20

154 夏っ飛び！ ( 文研じゅべにーる ) 横山充男作 よこやまようへい絵文研出版 児童読み物 5/30

155 あめあめふれふれねずみくん ( ねずみくんの絵本３０ ) なかえよしを作 上野紀子絵ポプラ社 児童読み物 5/上

156 川をのぼって森の中へ　ボルネオ島マハカム川の旅 今森光彦写真・文 偕成社 児童ノンフィクション5/14

157 おいしいよ！　はじめてつくる　かんこくりょうり( 福音館の単行本 ) ペヨンヒ文 チョンユジョン絵 かみやにじ訳福音館書店 児童ノンフィクション5/15

158 キツネにもらったたからもの 西村豊文写真・文 アリス館 児童ノンフィクション5/中

159 謎の図鑑 学研マーケティング　　　　　　　　　　ニューワイド学研の図鑑ｉシリーズ児童ノンフィクション6/14

160 勇者のツノ 黒川みつひろ作・絵こぐま社 児童ノンフィクション5/24

161 鳴く虫の世界 ( 子供の科学★サイエンスブックス) 高嶋清明著 誠文堂新光社 児童ノンフィクション5/

162 グレゴール・メンデル　エンドウを育てた修道士 シェリル・バードー文 ジョス・Ａ・スミス絵ＢＬ出版 児童ノンフィクション5/下

163 カステラ、カステラ！ ( たくさんのふしぎ傑作集) 明坂英二文 齋藤芽生絵  福音館書店 児童ノンフィクション5/1

164 ずっと　まもっているよ ( 福音館の科学シリーズ　みつけようかがく) メアリーアン・フレイザー作・絵 むらかみみづほ訳福音館書店 児童ノンフィクション5/8

165 美術館にもぐりこめ！ ( たくさんのふしぎ傑作集) さがらあつこ文 さげさかのりこ絵福音館書店 児童ノンフィクション5/1

166 水のコレクション ( ふしぎコレクション８ ) 内山りゅう著 フレーベル館 児童ノンフィクション5/29

167 タガメのいるたんぼ ( ふしぎいっぱい写真絵本２２) 内山りゅう写真・文ポプラ社 児童ノンフィクション5/中

168 毎日小学生新聞の仕事発見！（仮） 毎日小学生新聞編毎日新聞社 児童ノンフィクション5/28
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169 明日はどうしてくるの？　 ( １５歳の寺子屋 ) 栗田亘著 講談社 ヤングアダルト5/23

170 青玉（サファイヤ）は光り輝く　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5/10

171 わたしは倒れて血を流す ( １０代からの海外文学ＳＴＡＭＰ　ＢＯＯＫＳ) ※スエーデン文学賞アウグスト賞受賞作品) イエニー・ヤーゲルフェルト作 ヘレンハルメ美穂訳岩波書店 ヤングアダルト5/30

172 学校では教えてくれない　人生を変える音楽　( １４歳の世渡り術 ) 角田光代著 池辺晋一郎著 又吉直樹著河出書房新社 ヤングアダルト5/20

173 チャーメインと魔法の家　 ( ハウルの動く城３ ) ダイアナ・ウィン・ジョーンズ作 市田泉訳徳間書店 ヤングアダルト5/15


