
2013年6月新刊案内
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 鑑賞　日本の名歌 ( 角川短歌ライブラリー ) 『短歌』編集部編 角川グループホールディングス 日本文芸書6/21

2 鑑賞　日本の名句 ( 角川俳句ライブラリー ) 『俳句』編集部編 角川グループホールディングス日本文芸書6/21

3 ミサキア記のタダシガ記 三崎亜記著 角川グループホールディングス日本文芸書6/27

4 惑星カロン ( ハルチカシリーズ ) 初野晴著 角川グループホールディングス日本文芸書6/

5 若き日に薔薇を摘め 瀬戸内寂聴著/藤原新也著河出書房新社 日本文芸書6/10

6 南部芸能事務所 畑野智美著 講談社 日本文芸書6/20

7 ルカの方舟 伊与原新著 講談社 日本文芸書6/18

8 愛する伴侶(ﾋﾄ)を失って　加賀乙彦と津村節子の対話 加賀乙彦著/津村節子著 集英社 日本文芸書6/26

9 おれたちの約束 佐川光晴著 集英社 日本文芸書6/26

10 教場　ｋｙｏｊｏ 長岡弘樹著 小学館 日本文芸書6/19

11 あとかた 千早茜著 新潮社 日本文芸書6/21

12 考えすぎた人　お笑い哲学者列伝 清水義範著 新潮社 日本文芸書6/21

13 宰領 ( 隠蔽捜査５ ) 今野敏著 新潮社 日本文芸書6/28

14 流水浮木　最後の太刀 青山文平著 新潮社 日本文芸書6/21

15 犬心　名犬タケの一生 伊藤比呂美著 文藝春秋 日本文芸書6/下

16 月下上海 ※第２０回松本清張賞受賞作品 山口恵以子著 文藝春秋 日本文芸書6/20

17 ミライノコドモ ( 創業百記念文芸 ) 谷川俊太郎著 岩波書店 日本文芸書6/5

18 高校入試　オリジナル版 湊かなえ著 角川グループホールディングス日本文芸書6/27

19 天佑なり　上　高橋是清・百年前の日本国債 幸田真音著 角川グループホールディングス日本文芸書6/3

20 天佑なり　下　高橋是清・百年前の日本国債 幸田真音著 角川グループホールディングス日本文芸書6/3

21 偽文士日碌 筒井康隆著 角川グループホールディングス日本文芸書6/26

22 これからお祈りにいきます 津村記久子著 角川グループホールディングス日本文芸書6/26

23 撲撲少年 仁木英之著 角川グループホールディングス日本文芸書6/27

24 そんなに、変わった？ 酒井順子著 講談社 日本文芸書6/26

25 楽園の蝶 柳広司著 講談社 日本文芸書6/20

26 壷中の回廊 松井今朝子著 集英社 日本文芸書6/26

27 世界地図の下書き 朝井リョウ著 集英社 日本文芸書6/下

28 バスを待って 石田千著 小学館 日本文芸書6/14

29 なごり歌 朱川湊人著 新潮社 日本文芸書6/28

30 歪んだ忌日 西村賢太著 新潮社 日本文芸書6/28

31 色 花村萬月著 文藝春秋 日本文芸書6/上

32 桜庭一樹短篇集 桜庭一樹著 文藝春秋 日本文芸書6/上

33 泣き童子（ワラシ）　三島屋変調百物語　参之続 宮部みゆき著 文藝春秋 日本文芸書6/下

34 流転の魔女 楊逸（ﾔﾝｲｰ）著 文藝春秋 日本文芸書6/上

35 老いの戒め 下重暁子著 海竜社 日本文芸書6/下

36 フル・スクラッチ 伊与原新著 幻冬舎 日本文芸書6/下

37 土蛍 ( 猿若町捕物帳５ ) 近藤史恵著 光文社 日本文芸書6/18

38 ザ・ロスチャイルド ※第４回城山三郎経済小説大賞受賞作品渋井真帆著 ダイヤモンド社日本文芸書6/20

39 オーリエラントの魔道師たち 乾石智子著 東京創元社 日本文芸書6/27

40 ぬいぐるみ警部の帰還 西澤保彦著 東京創元社 日本文芸書6/10

41 図書室のキリギリス 竹内真著 双葉社 日本文芸書6/18

42 きみの町で 重松清著 朝日出版社 日本文芸書6/上

43 こころ　詩集 谷川俊太郎著 朝日新聞出版 日本文芸書6/7

44 神様が殺してくれる 森博嗣著 幻冬舎 日本文芸書6/25

45 殺生伝 神永学著 幻冬舎 日本文芸書6/10

46 三途探偵カローン（仮） 西條奈加著 幻冬舎 日本文芸書6/10

47 ハルヒノ 加納朊子著 幻冬舎 日本文芸書6/25

48 ドミノ倒し 貫井徳郎著 東京創元社 日本文芸書6/20

49 正義をふりかざす君へ 真保裕一著 徳間書店 日本文芸書6/11

50 てのひらに爆弾を 黒武洋著 双葉社 日本文芸書6/18

51 バックストリート ( 岡坂神策シリーズ ) 逢坂剛著 毎日新聞社 日本文芸書6/下

52 大いなる探求　上　経済学を創造した天才たち シルヴィア・ナサー著/徳川家広訳新潮社 外国文芸書6/28

53 大いなる探求　下　人類は経済を制御できるか シルヴィア・ナサー著/徳川家広訳新潮社 外国文芸書6/28

54 シガレット ( エクス・リブリス ) ハリー・マシューズ著/木原善彦訳白水社 外国文芸書6/中

55 オール・クリア２ ※新☆ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ　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6/5

56 守備の極意　上 ( ニューヨーク・タイムズ／Ａｍａｚｏｎ．Ｃｏｍ２０１１年ベストブック選出 ) チャド・ハーバック著/土屋政雄訳早川書房 外国文芸書6/20

57 守備の極意　下 ( ニューヨーク・タイムズ／Ａｍａｚｏｎ．Ｃｏｍ２０１１年ベストブック選出 ) チャド・ハーバック著/土屋政雄訳早川書房 外国文芸書6/20

58 ミステリ・ガール ( ハヤカワ・ミステリ ) デイヴィッド・ゴードン著/青木千鶴訳早川書房 外国文芸書6/20

59 奇跡の時代 カレン・トンプソン・ウォーカー著/雨海訳角川グループホールディングス外国文芸書6/27

60 世界を回せ　上 ※全米図書賞／国際ＩＭＰＡＣダブリン賞受賞作品コラム・マッキャン著/小山太一訳河出書房新社 外国文芸書6/10

61 世界を回せ　下 ※全米図書賞／国際ＩＭＰＡＣダブリン賞受賞作品 コラム・マッキャン著/小山太一訳河出書房新社 外国文芸書6/10

62 イースタリーのためのエレジー ( 新潮クレスト・ブックス ) ペティナ・ガッパ著/小川高義訳新潮社 外国文芸書6/28

63 ＨＨｈＨ（仮）　プラハ、１９４２年 ※海外文学セレクション　 ゴンクール新人賞／リーヴル・ド・ポッシュ読書賞受賞作品ローラン・ビネ著/高橋啓訳東京創元社 外国文芸書6/27

64 笠原将弘の　和サラダ１００ 笠原将弘著 柴田書店 くらしの実用書6/1

65 魔法びんでゆでるだけ　おいしい豆のおかず 牛尾理恵著 主婦の友社 くらしの実用書6/14



2013年6月新刊案内
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

66 すべてがわかる！「発酵食品」事典 ( 食べものの教科書シリーズ ) 小泉武夫監修/金内誠監修/館野真知子監修世界文化社 くらしの実用書6/12

67 ちいさな子のためのリメーク 粟辻早重著 文化出版局 くらしの実用書6/13

68 もっと！おうちの科学 内田麻理香著/赤塚千賀子イラスト丸善出版 くらしの実用書6/

69 わたしのとっておき麺 冷水希三子著/渡辺有子ほか著家の光協会 くらしの実用書6/26

70 ひんやり　氷の本 前野紀一監修 池田書店 くらしの実用書6/24

71 直線縫いの子ども朋（仮）90・100・110・120ｃｍの４サイズ 渡部サト著 河出書房新社 くらしの実用書6/中

72 センスのいい人がなにげなくやっている　 ( マスキングテープのおしゃれワザ８０) ｍ＆ｍ＆ｍ’ｓ著 講談社 くらしの実用書6/下

73 はじめての　ナチュラルスイーツ ( 講談社のお料理ＢＯＯＫ ) 石橋かおり著/松崎みさ栄養監修講談社 くらしの実用書6/27

74 ベジタブル・カッティングの技法書 高梨由美著 誠文堂新光社 くらしの実用書6/21

75 入浴の事典 阿岸祐幸編 東京堂出版 くらしの実用書610

76 ふわふわシフォンケーキ 津田陽子著 文化出版局 くらしの実用書6/13

77 これ１冊で必ずできる！ＮＰＯ法人運営マニュアル 福島達也監修/大内智著 学陽書房 ビジネス・くらしの経済6/18

78 まだ「若手社員」といわれているうちに ( 知っておきたい会社の数字 ) 今野徹著 講談社 ビジネス・くらしの経済6/下

79 ＧｒｅａｔＢｕｉｌｄｉｎｇｓ　誰も知らない「建築の見方」 エクスナレッジ すまいと住宅6/12

80 野菜を病気と害虫から守る本 ( 生活実用シリーズ ) 根本久著 ＮＨＫ出版 すまいと住宅6/7

81 決定版　手軽におしゃれ　インテリアプランツ ( 今日から使えるシリーズ ) 講談社編/グリーン・ギャラリー・ガーデンズ監修講談社 すまいと住宅6/12

82 現代建築史 日経アーキテクチュア編 日経ＢＰマーケティングすまいと住宅6/19

83 農家が教える　微生物パワー　とことん活用読本 農文協著 農山漁村文化協会すまいと住宅6/中

84 皮膚科医が教える本当に正しい足のケア　 ( かさつき・巻き爪・たこ・外反母趾) 高山かおる監修 家の光協会 健康と家庭の医学6/26

85 漢方医学 ( 講談社選書メチエ ) 渡辺賢治著 講談社 健康と家庭の医学6/10

86 ネット依存症のことがよくわかる本 ( 健康ライブラリーイラスト版 ) 樋口進監修 講談社 健康と家庭の医学6/10

87 間違いだらけの高齢出産 吉村泰典著 新潮社 健康と家庭の医学6/28

88 「おなかが弱い！」が治る本 渡邊昌彦著 中経出版 健康と家庭の医学6/18

89 スーパー図解　狭心症・心筋梗塞 ( トップ専門医の「家庭の医学」シリーズ) 川名正敏著 法研 健康と家庭の医学6/17

90 まずはこれだけ知っておきたい！　はじめての介護 中田光彦監修 学研マーケティング教育と福祉 6/18

91 育児がグンとラクになるママの体の使い方（仮） 岡田慎一郎著 河出書房新社 教育と福祉 6/中

92 緊張して失敗する子どものためのリラックス・レッスン( 健康ライブラリー　親子でチャレンジ１０ステップ) 有光興記監修 講談社 教育と福祉 6/10

93 「人生案内」　孫は来てよし、帰ってよし 大日向雅美著 東京堂出版 教育と福祉 6/7

94 車いす・片マヒの人もいっしょにできる　 ( 高齢者のレクリエーション ) 三浦一朗著 ナツメ社 教育と福祉 6/中

95 子どもはなぜ勉強しなくちゃいけないの？ おおたとしまさ編著 日経ＢＰマーケティング教育と福祉 6/19

96 「モラル・ハラスメント」のすべてがわかる本 ( こころライブラリー ) 本田りえ著/露木肇子著/熊谷早智子著講談社 くらしの法律6/5

97 すぐに役立つ図解とＱ＆Ａでわかる ( 障害者総合支援法のしくみ ) 若林美佳監修 三修社 くらしの法律6/下

98 渡来の古代史　国のかたちをつくったのは誰か 上田正昭著 角川グループホールディングス歴史と紀行 6/21

99 主戦か講和か　帝国陸軍の秘密終戦工作 ( 新潮選書 ) 山本智之著 新潮社 歴史と紀行 6/28

100 帝国の緩やかな黄昏 ( オリバー・ストーンが語る　もうひとつのアメリカ史３　全３巻) オリバー・ストーン著/ピーター・カズニック著/金子浩ほか訳早川書房　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハヤカワ・ノンフィクション歴史と紀行 6/5

101 太平洋の試練　上　真珠湾からミッドウェイまで イアン・トール著/村上和久訳文藝春秋 歴史と紀行 6/12

102 太平洋の試練　下　真珠湾からミッドウェイまで イアン・トール著/村上和久訳文藝春秋 歴史と紀行 6/12

103 少女たちの昭和 ( らんぷの本 ) 小泉和子編 河出書房新社 日本の文化6/中

104 富士山の単語帳 田部井淳子監修/富士学会企画/佐野充ほか著世界文化社 日本の文化6/28

105 ４７都道府県・伝統調味料百科 成瀬宇平著 丸善出版 日本の文化6/下

106 日本の町並み２５０ ウエスト・パブリッシング編 山と渓谷社 日本の文化6/19

107 １００年前の写真で見る　世界の民族衣装（仮） ナショナルジオグラフィック編日経ＢＰマーケティング世界の文化6/下

108 ヴィジュアル版　マナーとエチケットの文化史 ベサニー・パトリック著/上原裕美子訳・監修原書房 世界の文化6/下

109 精神医療の罪（仮） 野田正彰著 講談社 現代社会 6/

110 農業超大国アメリカの戦略 石井勇人著 新潮社 現代社会 6/18

111 国家はなぜ衰退するのか　上　 ( ハヤカワ・ノンフィクション　　　　　　権力・繁栄・貧困の起源) ダロン・アセモグル著/ジェイムズ・ロビンソン著/鬼澤忍訳早川書房 現代社会 6/20

112 国家はなぜ衰退するのか　下 ( ハヤカワ・ノンフィクション　　　  　　権力・繁栄・貧困の起源) ダロン・アセモグル著/ジェイムズ・ロビンソン著/鬼澤忍訳早川書房 現代社会 6/20

113 これからどうする　未来のつくりかた 岩波書店編集部編 岩波書店 現代社会 6/12

114 ＮＨＫ中学生・高校生の生活と意識調査２０１２( 失われた２０年が生んだ“幸せ”な十代) ＮＨＫ放送文化研究所編 ＮＨＫ出版 現代社会 6/20

115 メルトダウン　連鎖の真相 ＮＨＫスペシャル「メルトダウン」取材班著講談社 現代社会 6/14

116 図解　シェールガス革命 泉谷渉著 東洋経済新報社現代社会 6/27

117 「正社員」の研究 小倉一哉著 日本経済新聞出版社現代社会 6/14

118 世界を変えた１０人の女性 池上彰著 文藝春秋 現代社会 6/下

119 人類とカビの歴史　闘いと共生と ( 朝日選書９０２ ) 浜田信夫著 朝日新聞出版 サイエンス 6/11

120 脳に刻まれたモラルの起源 ( 岩波科学ライブラリー209 ) 金井良太著 岩波書店 サイエンス 6/5

121 世界の美しい透明な生き物 エクスナレッジ サイエンス 6/

122 会いに行ける海のフシギな生きもの 吉野雄輔著/ネイチャー・プロ編集室構成幻冬舎 サイエンス 6/10

123 日本のタコ学 奥谷喬司編著 東海大学出版会サイエンス 6/5

124 足と靴の科学 ( おもしろサイエンス ) 西脇剛史著 日刊工業新聞社サイエンス 6/25

125 変形菌ずかん　森のふしぎな生きもの 川上新一著/伊沢正名写真平凡社 サイエンス 6/5

126 クモはなぜ糸をつくるのか？ ( クモと糸の４億年の進化の秘密) 三井恵津子訳 丸善出版 サイエンス 6/下

127 食べられないために　虫たちと捕食者たちのせめぎあい ギルバート・ウォルドバウアー著/中里京子訳みすず書房 サイエンス 6/

128 サイクル・サイエンス　自転車を科学する マックス・グラスキン著/黒輪篤嗣訳/作場知生監修・訳河出書房新社 テクノロジー6/下

129 電子部品が一番わかる ( しくみ図解シリーズ ) 技術評論社 テクノロジー6/25

130 ガラスの科学 ( Ｂ＆Ｔブックス　おもしろサイエンス) ニューガラスフォーラム編著日刊工業新聞社テクノロジー6/21
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131 トコトンやさしい海底資源の本 ( 今日からモノ知りシリーズ ) 大髙敏男著/乾睦子著 日刊工業新聞社テクノロジー6/26

132 世界の技術を支配する　ベル研究所の興亡 ジョン・ガートナー著/土方奈美訳文藝春秋 テクノロジー6/26

133 色見本でわかる　はじめての釉薬（ユウヤク） 釉薬研究会編 廣済堂出版 芸術・スポーツ6/24

134 最後の版元　浮世絵復興を夢みた男　渡邊庄三郎 高木凛著 講談社 芸術・スポーツ6/18

135 はじめてのルーヴル 中野京子著 集英社 芸術・スポーツ6/

136 登頂　竹内洋岳 塩野米松著 筑摩書房 芸術・スポーツ6/10

137 もっと知りたい　岡本太郎　生涯と作品 佐々木秀憲著 東京美術 芸術・スポーツ6/28

138 岡倉天心　日本近代美術の父 ( 別冊太陽　日本のこころ209 ) 古田亮著 平凡社 芸術・スポーツ6/25

139 地獄絵を旅する ( 別冊太陽　太陽の地図帖20 ) 加須屋誠著 平凡社 芸術・スポーツ6/25

140 ベストセラーの歴史　欧米における出版興亡の千年史 フレデリック・ルヴィロワ著/大原宣久訳/三枝大修訳太田出版 ライブラリアン6/22

141 情報資源の社会制度と経営 ( シリーズ図書館情報学３　全３巻（２巻７月刊行）) 根本彰編 東京大学出版会ライブラリアン6/下

142 レオに教えてもらったこと　レオ・レオニの人生と言葉( あかね書房 ) 松岡希代子著 美術出版社 ライブラリアン6/14

143 時をつなぐおもちゃの犬 マイケル・モーパーゴ作/マイケル・フォアマン絵あかね書房 児童読み物6/中

144 なないろどうわ 真珠まりこ作・絵 アリス館 児童読み物6/下

145 アサギをよぶ声 森川成美作/スカイエマ絵 偕成社 児童読み物6/5

146 たちねぶたくんとゆかいななかま　だってちゃん 中川ひろたか作/村上康成絵角川グループホールディングス児童読み物6/

147 ヤダヤダかめん あきやまただし作・絵 金の星社 児童読み物6/中

148 行ってきまぁす！ 升井純子作・絵 講談社 児童読み物6/下

149 ８月のおはなし　ミラクルうまいさんと夏 令丈ヒロ子作/原ゆたか絵 講談社 児童読み物6/25

150 メルヘンビルダー　フィッシャーが描いたグリムの昔話 ハンス・フィッシャー絵/グリム文/佐々梨代子ほか訳こぐま社 児童読み物6/下

151 あたしがおうちに帰る旅 ニコラ・デイビス作/代田亜香子訳小学館 児童読み物6/19

152 きょうも　ひつじぱん ( たんぽぽえほんシリーズ ) あきやまただし作・絵 鈴木出版 児童読み物6/10

153 やさしい大おとこ ルイス・スロボドキン作・絵/こみやゆう訳徳間書店 児童読み物6/8

154 サリー・ジョーンズの伝説　あるゴリラの数奇な運命( 世界傑作童話シリーズ ) ヤコブ・ヴェゲリウス著/オスターグレン晴子訳福音館書店 児童読み物6/12

155 はじめての旅 ( 日本傑作絵本シリーズ ) 木下晋文・絵 福音館書店 児童読み物6/15

156 ペンキやさん ( 福音館の科学シリーズ ) あおきあさみ作・絵 福音館書店 児童読み物6/12

157 ことりのギリ マリオ・ラモ文・絵/平岡敦訳光村教育図書 児童読み物6/下

158 あたし　いえでしたこと　あるよ 角野栄子文/かべやふよう絵あすなろ書房 児童読み物6/30

159 たかい　たかい ( おとうさん　もういっかい１　全３巻) はたこうしろう作・絵 アリス館 児童読み物6/3

160 りきしのほし ( こどもプレス ) 加藤休ミ作・絵 イースト・プレス児童読み物6/13

161 ありがとう、チュウ先生 パトリシア・ポラッコ作・絵/さくまゆみこ訳岩崎書店 児童読み物6/

162 かぶと三兄弟　五十郎・六十郎・七十郎 ( かぶと三兄弟シリーズ ) 宮西達也作・絵 教育画劇 児童読み物6/上

163 あーん　谷川俊太郎さんの「あかちゃんから絵本」 谷川俊太郎作/下田昌克絵クレヨンハウス児童読み物6/下

164 うみのおばけずかん ( どうわがいっぱい ) 斉藤洋作/宮本えつよし絵 講談社 児童読み物6/19

165 少年口伝隊一九四五 井上ひさし著/ヒラノトシユキ絵講談社 児童読み物6/25

166 まだだよ　まだだよ ( 講談社の創作絵本 ) 村上しいこ作/市居みか絵 講談社 児童読み物6/24

167 やまのおばけずかん ( どうわがいっぱい ) 斉藤洋作/宮本えつよし絵 講談社 児童読み物6/19

168 ぼくは　ねんちょうさん サトシン作/田中六大絵 小学館 児童読み物6/19

169 サムとサラのせかいたんけん ( としょかんねずみ３ ) ダニエル・カーク作・絵/わたなべてつた訳瑞雲舎 児童読み物6/12

170 すいかの　めいさんち ( チューリップえほんシリーズ ) 平田昌広作/平田景絵 鈴木出版 児童読み物6/10

171 おーい　おひさま！ よこたきよし作/西村敏雄絵ひさかたチャイルド児童読み物6/14

172 おばけのクリリン ( 福音館創作童話シリーズ ) こさかまさみ作/さとうあや絵福音館書店 児童読み物6/12

173 ぴたっ！ ( 日本傑作絵本シリーズ ) あずみ虫作・絵/和田誠ブックデザイン福音館書店 児童読み物6/12

174 ママはびようしさん ( 世界傑作絵本シリーズ ) アンナ・ベングトソン作・絵/オスターグレン晴子訳福音館書店 児童読み物6/5

175 こぎつねボック ( わくわくえどうわ ) 今村葦子作/鎌田暢子絵 文研出版 児童読み物6/30

176 べんり屋、寺岡の夏。 ( 文研じゅべにーる ) 中山聖子作/濱中幸子デザイン文研出版 児童読み物6/30

177 ゲンタ！ 風野潮作 ほるぷ出版 児童読み物6/下

178 追跡！なぞの深海生物 藤原義弘ほか写真・文/野見山ふみこ文あかね書房 児童ノンフィクション6/中

179 ひまわり 荒井真紀文・絵 金の星社 児童ノンフィクション6/中

180 けんめいに生きるスズメバチ ( 世の中への扉 ) 中村雅雄著 講談社 児童ノンフィクション6/27

181 海のひみつ ( 小学館の図鑑たんけん！ＮＥＯ) スティーブ・パーカー著/白山義久監修小学館 児童ノンフィクション6/19

182 元素のひみつ ( 小学館の図鑑たんけん！ＮＥＯ) ダン・グリーン著/坂根弦太監修小学館 児童ノンフィクション6/19

183 花と昆虫の大研究 ( 楽しい調べ学習シリーズ ) 松田喬著/鷲谷いずみ監修ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション6/3

184 １はゴリラ　かずのほん アンソニー・ブラウン作・絵/さくまゆみこ訳岩波書店 児童ノンフィクション6/25

185 江戸の子ども　ちょんまげのひみつ ( 江戸の子ども ) 菊地ひと美作・絵 偕成社 児童ノンフィクション6/5

186 謎の図鑑 ( ニューワイド学研の図鑑ｉシリーズ) 阿部和厚監修/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6/14

187 ガラパゴス ( 講談社の翻訳絵本 ) 講談社 児童ノンフィクション6/28

188 知ってるようで知らないタヌキ（仮） ( 世の中への扉　 ) 佐々木洋著 講談社 児童ノンフィクション6/下

189 守れ！　日本の世界遺産 ( 世の中への扉　 ) 増田明代著 講談社 児童ノンフィクション6/下

190 めざせ！　給食甲子園 ( 世の中への扉　 ) こうやまのりお著 講談社 児童ノンフィクション6/6

191 今森光彦の昆虫教室１　とりかた・みつけかた( 全２巻 ) 今森光彦作 童心社 児童ノンフィクション6/

192 今森光彦の昆虫教室２　くらしとかいかた ( 全２巻 ) 今森光彦作 童心社 児童ノンフィクション6/

193 水泳のコツ大研究 ( 楽しい調べ学習シリーズ ) 後藤真二監修/ ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション6/5

194 ぼうけん図鑑 ホールアース自然学校監修ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション6/下

195 スズムシくん ( 福音館の科学シリーズ ) 木坂涼文/廣野研一絵 福音館書店 児童ノンフィクション6/19
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196 ちきゅうがウンチだらけにならないわけ ( 福音館の科学シリーズ ) 松岡たつひで作・絵 福音館書店 児童ノンフィクション6/19

197 魚 ( ポプラディア大図鑑ＷＯＮＤＡ６ ) 瀬能宏監修 ポプラ社 児童ノンフィクション6/下

198 恐竜 ( ポプラディア大図鑑ＷＯＮＤＡ７ ) 真鍋真監修 ポプラ社 児童ノンフィクション6/下

199 いしのはなし ダイアナ・アストン文/シルビア・ロング絵/千葉茂樹訳ほるぷ出版 児童ノンフィクション6/下

200 白い虎の月 ( タイガーズ・カース・シリーズ１　全４巻) コリーン・ハック著/松山美保訳ヴィレッジブックスヤングアダルト6/20

201 声をきかせて 樫崎茜著 講談社 ヤングアダルト6/5

202 ミサゴのくる谷 ジル・ルイス作/さくまゆみこ訳評論社 ヤングアダルト6/下

203 海賊学者、深海を行く（仮） 高井研著 イースト・プレスヤングアダルト6/28

204 異文化理解入門 原沢伊都夫著 研究社 ヤングアダルト6/19

205 灯篭流し 朽木祥作 講談社 ヤングアダルト6/下

206 わからん薬学事始３ まはら三桃著 講談社 ヤングアダルト6/20

207 Ａｒｋｎｏａｈ（アークノア）１　僕のつくった怪物 乙一著 集英社 ヤングアダルト6/下

208 エルトゥールル号の遭難 寮美千子文/磯良一絵 小学館 ヤングアダルト6/5

209 負けないパティシエガール ( ＳＵＰＥＲ！　ＹＡ ) ジョーン・バウアー作/灰島かり訳小学館 ヤングアダルト6/19

210 国会の楽しい見方　もういちど学ぶ中学公民 三反園訓監修 東京書籍 ヤングアダルト6/


