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1 動員時代　－海へ－ 小川国夫著 岩波書店 日本文芸書 8/7

2 あやしい探検隊　済洲島乱入 椎名誠著 角川グループホールディングス日本文芸書 8/

3 ドールズ　最終章　夜の誘い（仮） 高橋克彦著 角川グループホールディングス日本文芸書 8/30

4 マツリカマハリタ 相沢沙呼著 角川グループホールディングス日本文芸書 8/29

5 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 8/上

6 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 8/上

7 ナイン・ストーリーズ（仮） 佐藤友哉著 講談社 日本文芸書 8/28

8 鶏が鳴く ※第５６回群像新人賞受賞作品 波多野陸著 講談社 日本文芸書 8/20

9 ホテル・モーリス 森晶麿著 講談社 日本文芸書 8/6

10 恋歌 朝井まかて著 講談社 日本文芸書 8/21

11 上石神井さよならレボリューション 長沢樹著 集英社 日本文芸書 8/下

12 エストロゲン 甘糟りり子著 小学館 日本文芸書 8/20

13 移された顔 帚木蓬生著 新潮社 日本文芸書 8/22

14 捨ててこそ　空也 梓澤要著 新潮社 日本文芸書 8/22

15 フィルムノワール／黒色影片 矢作俊彦著 新潮社 日本文芸書 8/28

16 水を抱く 石田衣良著 新潮社 日本文芸書 8/22

17 夢も定かに 澤田瞳子著 中央公論新社 日本文芸書 8/25

18 アクティブメジャーズ ( 倉島警部補シリーズ４ ) 今野敏著 文藝春秋 日本文芸書 8/5

19 裸色の月 ヒキタクニオ著 文藝春秋 日本文芸書 8/23

20 殺し屋．ｃｏｍ 曽根圭介著 角川グループホールディングス日本文芸書 8/下

21 タイド 鈴木光司著 角川グループホールディングス日本文芸書 8/

22 光秀の定理（レンマ） 垣根涼介著 角川グループホールディングス日本文芸書 8/29

23 砂漠ダンス ※１４９回芥川賞候補作品 山下澄人著 河出書房新社 日本文芸書 8/5

24 襲名犯 ※第５９回江戸川乱歩賞受賞作品 竹吉優輔著 講談社 日本文芸書 8/5

25 正妻　慶喜と美賀子　上 林真理子著 講談社 日本文芸書 8/2

26 正妻　慶喜と美賀子　下 林真理子著 講談社 日本文芸書 8/2

27 妻が椎茸だったころ（仮） 中島京子著 講談社 日本文芸書 8/下 

28 鏡の花 道尾秀介著 集英社 日本文芸書 8/下

29 とっておきの幽霊 ( ＳＵＺＵＭＥ　ＢＵＳ　怪異名所巡り７) 赤川次郎著 集英社 日本文芸書 8/26

30 政と源 三浦しをん著
円陣闇丸イラスト集英社 日本文芸書 8/26

31 こんなにも優しい世界の終わりかた 市川拓司著 小学館 日本文芸書 8/8

32 すっぽん心中 ※１４９回芥川賞候補作品 戌井昭人著 新潮社 日本文芸書 8/30

33 初夏（ﾊﾂﾅﾂ）の色 橋本治著 新潮社 日本文芸書 8/30

34 Ｓの継承 堂場瞬一著 中央公論新社 日本文芸書 8/25

35 北の街物語 内田康夫著 中央公論新社 日本文芸書 8/10

36 極上の流転　堀文子への旅 村松友視著 中央公論新社 日本文芸書 8/25

37 かくて老兵は消えてゆく 佐藤愛子著 文藝春秋 日本文芸書 8/26

38 すなまわり ※１４９回芥川賞候補作品 鶴川健吉著 文藝春秋 日本文芸書 8/21

39 代官山コールドケース ( 地層捜査シリーズ２ ) 佐々木譲著 文藝春秋 日本文芸書 8/27

40 離れ折紙 黒川博行著 文藝春秋 日本文芸書 8/6

41 菩提樹荘の殺人 ( 火村英生シリーズ ) 有栖川有栖著 文藝春秋 日本文芸書 8/22

42 もう一枝あれかし ( 火群のごとく２（仮） ) あさのあつこ著 文藝春秋 日本文芸書 8/28

43 新・病葉流れて３（仮） 白川道著 幻冬舎 日本文芸書 8/下

44 漂流者たち ( 神山健介シリーズ５ ) 柴田哲孝著 祥伝社 日本文芸書 8/30

45 水族館の殺人 青崎有吾著 東京創元社 日本文芸書 8/9

46 ミステリなふたり　ａ　ｌａ　ｃａｒｔｅ ( 創元クライム・クラブ ) 太田忠司著 東京創元社 日本文芸書 8/28

47 夜になっても遊びつづけろ ( 金井美恵子エッセイ・コレクション〔１９６4－２０１３〕　１　全４巻) 金井美恵子著 平凡社 日本文芸書 8/9

48 猫、その他の動物 ( 金井美恵子エッセイ・コレクション〔１９６4－２０１３〕　２　全４巻) 金井美恵子著 平凡社 日本文芸書 8/9

49 ＵＮＴＩＴＬＥＤ（ｱﾝﾀｲﾄﾙ） 飛鳥井千砂著 ポプラ社 日本文芸書 8/5

50 姉川の四人　信長の逆切れ 鈴木輝一郎著 毎日新聞社 日本文芸書 8/下

51 漂う　古い土地　新しい場所 黒井千次著 毎日新聞社 日本文芸書 8/中

52 原風景のなかへ 安野光雅著 山川出版社 日本文芸書 8/上

53 働かないの　れんげ荘物語 群ようこ著 角川春樹事務所日本文芸書 8/中

54 その青の、その先の 椰月美智子著 幻冬舎 日本文芸書 8/21

55 海賊女王　上 皆川博子著 光文社 日本文芸書 8/23

56 海賊女王　下 皆川博子著 光文社 日本文芸書 8/23

57 ミストレス（仮） 篠田節子著 光文社 日本文芸書 8/12

58 花や咲く咲く あさのあつこ著 実業之日本社 日本文芸書 8/上

59 サイバー・コマンドー 福田和代著 祥伝社 日本文芸書 8/30

60 高砂　なくて七癖あって四十八癖 宇江佐真理著 祥伝社 日本文芸書 8/30

61 ライオンの棲む街 ( 平塚おんな探偵の事件簿１ ) 東川篤哉著 祥伝社 日本文芸書 8/10

62 「気やすめ」の思想（仮） 五木寛之著 東京書籍 日本文芸書 8/

63 断固として進め 江上剛著 徳間書店 日本文芸書 8/9

64 名誉の殺人　母、姉妹、娘を手にかけた男たち ( 朝日選書９０７ ) アイシェ・ヨナル著
安東建訳朝日新聞出版 外国文芸書 8/9

65 ボルジア家風雲録　上　教皇一族の野望 アレクサンドル・デュマ著
吉田良子訳　　　　　　日下三蔵解説イースト・プレス外国文芸書 8/5

66 ボルジア家風雲録　下　智将チェーザレの死闘 アレクサンドル・デュマ著
吉田良子訳　　　　　　日下三蔵解説イースト・プレス外国文芸書 8/5

67 私のいた場所 リュドミラ・ペトルシェフスカヤ著
沼野恭子編訳河出書房新社 外国文芸書 8/20

68 捜査官ポアンカレ　－叫びのカオス－ ※ハヤカワ・ミステリ　２０１２年マカヴィティ賞の新人受賞作品／エドガー賞処女長編賞の最終候補作レナード・ローゼン著
田口俊樹訳早川書房 外国文芸書 8/9

69 トリステッサ ジャック・ケルアック著
青山单訳河出書房新社 外国文芸書 8/15

70 ハロルド・フライの思いもよらない巡礼の旅 ※２０１２年ブッカー賞最終候補作／National　Book　Awards「今年最も期待される新人作家」選出ジョイス・レイチェル著
亀井よし子訳講談社 外国文芸書 8/26

71 美しい子ども ( 新潮クレスト・ブックス ) アリス・マンロー著
ミランダ・ジュライほか著　　　　　　　　　　　　松家仁之編新潮社 外国文芸書 8/23

72 こうしてお前は彼女にフラれる ( 新潮クレスト・ブックス ) ジュノ・ディアス著
都甲幸治訳　　　　　　久保尚美訳新潮社 外国文芸書 8/23

73 盆栽／木々の私生活 ( エクス・リブリス ) アレハンドロ・サンブラ著
松本健二訳白水社 外国文芸書 8/下

74 夢幻諸島から 新☆ＳＦシリーズ　英国ＳＦ協会賞／ジョン･Ｗ・キャンベル記念賞受賞作品クリストファー・プリースト著
古沢嘉通訳早川書房 外国文芸書 8/8
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75 体型を選ばない！　ゆったり着こなす大人のニット ( NHKあしたの生活 ) ＮＨＫ出版編 ＮＨＫ出版 くらしの実用書8/5

76 かわいい活版（仮） 手紙社著 グラフィック社 くらしの実用書8/下

77 実用的でかわいいバッグとポーチ ( レッスンシリーズ ) パッチワーク通信社くらしの実用書8/8

78 アルミホイル・サランラップで包みレシピ ( ブティックムック ) 神野佳奈子著 ブティック社 くらしの実用書8/27

79 とことんひき肉活用レシピ ( ブティックムック ) ブティック社 くらしの実用書8/30

80 シンプルな暮らしの教科書　食べること編 ( 講談社の実用ＢＯＯＫ ) 渡邊香春子著 講談社 くらしの実用書8/22

81 とにかくわかりやすい　棒針編み　おしゃれ着＆小物レッスン せばたやすこ編 講談社 くらしの実用書8/下

82 ニュー・スタンダード・ドリンク１０２ 柴田書店編 柴田書店 くらしの実用書8/28

83 あの名店から定食屋まで！　ヒミツの味つけ手帖 主婦の友社編 主婦の友社 くらしの実用書8/26

84 帄布のトートバッグといろんなバッグ＋雑貨 ( 主婦の友生活シリーズ ) 皿海佐多子著 主婦の友社 くらしの実用書8/23

85 有元葉子の「和」のお弁当 有元葉子著 東京書籍 くらしの実用書8/下

86 初心者のための配色レッスン ( レッスンシリーズ ) 賀来陽子ほか指導 パッチワーク通信社くらしの実用書8/3

87 初めての人のための　契約書の読み方・作り方 牧野和夫著 中央経済社 ビジネス・くらしの経済8/30

88 見る・読む・深くわかる　入門　外国為替のしくみ 小口幸伸著 日本実業出版社ビジネス・くらしの経済8/23

89 見る・読む・深くわかる　入門　株のしくみ 杉村富生著 日本実業出版社ビジネス・くらしの経済8/23
90 知識ゼロからの現代農業入門 八木宏監修 家の光協会 すまいと住宅8/26
91 世界の名建築解剖図鑑 エクスナレッジ すまいと住宅8/8
92 よくわかる栽培１２か月　イチジク ( ＮＨＫ趣味の園芸 ) 大森直樹著 ＮＨＫ出版 すまいと住宅8/8
93 レンガ＆ストーンでおしゃれな庭づくり ( 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8/29
94 これから家を建てる人のための玄関まわりエクステリア ( 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8/19
95 雑木、花木の剪定と管理 平井孝幸著 主婦の友社 すまいと住宅8/30
96 基礎から学べる「はなとやさい」づくりの園芸用語事典 肥土邦彦著 誠文堂新光社 すまいと住宅8/23
97 トコトンやさしい　エコハウスの本 ( Ｂ＆Ｔブックス　今日からモノ知りシリーズ) 鈴木八十二監修
エコハウス検討委員会編日刊工業新聞社すまいと住宅8/28
98 カラーリーフガーデン 中野嘉明著 農山漁村文化協会すまいと住宅8/下
99 下肢静脈瘤 保坂純郎著 主婦の友社 健康と家庭の医学8/9

100 骨粗鬆症の最新治療 ( よくわかる最新医学 ) 石橋英明監修 主婦の友社 健康と家庭の医学8/上
101 ゼロからわかる　糖尿病 聖路加国際病院監修 世界文化社 健康と家庭の医学8/20
102 イキイキ赤ちゃん体操＆ベビーマッサージ 山口千恵子著　　　　　　　　　服部幸著かもがわ出版 教育と福祉 8/中
103 先生、殴らないで！ 川口智久編
三輪定信編　　　　　　　　　　　桑田真澄著かもがわ出版 教育と福祉 8/15
104 子どもとミュージアム-学校で使えるミュージアム活用ガイド 日本博物館協会編 ぎょうせい 教育と福祉 8/下
105 また立てる・また歩ける寝たきりの人でもできる「足腰体操」 ( 健康ライブラリーイラスト版 ) 黒澤尚著 講談社 教育と福祉 8/21
106 わが子がぐっすり眠れる魔法のスイッチ ハーヴェイ・カープ著
土屋京子訳講談社 教育と福祉 8/7
107 Ｑ＆Ａ　生活保護の基礎知識 山田壮志郎編 明石書店 くらしの法律8/中
108 すぐに役立つ最新　遺言・信託・財産管理のしくみと手続き( 岩波書店 ) 千賀修一監修 三修社 くらしの法律8/下
109 忘却のしかた、記憶のしかた ジョン・Ｗ・ダワー著
外岡秀俊訳岩波書店 歴史と紀行 8/2
110 大本営発表のマイク　私の十五年戦争 近藤富枝著 河出書房新社 歴史と紀行 8/9
111 戦国大名の「外交」 丸島和洋著 講談社 歴史と紀行 8/8
112 戦後日本の「独立」 半藤一利著
竹内修司ほか著筑摩書房 歴史と紀行 8/8
113 森と神と日本人 上田正昭著 藤原書店 歴史と紀行 8/22
114 支倉常長遣欧使節　もうひとつの遺産 太田尚樹著 山川出版社 歴史と紀行 8/9
115 能を読む４　信光と世阿弥以後　異類とスペクタクル 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 8/23
116 絵ごよみ　昭和のくらし ( らんぷの本 ) 亀井三恵子著 河出書房新社 日本の文化 8/20
117 山伏ノート　自然と人をつなぐ知恵を武器に ( 生きる技術！叢書シリーズ ) 坂本大三郎著 技術評論社 日本の文化 8/20
118 仏像歳時記 關信子（セキノブコ）著 東京堂出版 日本の文化 8/21
119 浮世絵でみる年中行事 大久保純一著 山川出版社 日本の文化 8/9
120 伊勢神宮を造った匠たち 浜島一成著 吉川弘文館 日本の文化 8/25
121 歴史を織りなす女性たちの美容文化史 ジェニー牛山著 講談社 世界の文化 8/23
122 ヨーロッパの図像　神話・伝説とおとぎ話 海野弘解説・監修 パイインターナショナル世界の文化 8/
123 水族館の歴史　海が室内にやってきた ベアント・ブルンナー著
山川純子訳白水社 世界の文化 8/23
124 カレーの歴史 ( 「食」の図書館 ) コリーン・テイラー著
竹田円訳原書房 世界の文化 8/21
125 パンの歴史 ( 「食」の図書館 ) ウィリアム・ルーベル著
堤理華訳原書房 世界の文化 8/21
126 プロメテウスの罠５ 朝日新聞特別報道部著 学研マーケティング現代社会 8/27
127 消費税　政と官との「十年戦争」 清水真人著 新潮社 現代社会 8/23
128 避難弱者 相川祐里奈著 東洋経済新報社現代社会 8/29
129 東京千夜 石井光太著 徳間書店 現代社会 8/23
130 孤立無業（ＳＮＥＰ） 玄田有史著 日本経済新聞出版社現代社会 8/8
131 放射線と冷静に向き合いたいみなさんへ ( ハヤカワ・ノンフィクション ) ロバート・ピーター・ゲイル＆エリック・ラックス著
松井信彦訳早川書房 現代社会 8/2
132 クロスロード・オキナワ 鎌倉英也著
宮本康宏著 ＮＨＫ出版 現代社会 8/29
133 ウェブ社会のゆくえ ( ＮＨＫブックス ) 鈴木謙介著 ＮＨＫ出版 現代社会 8/29
134 ＮＨＫ「ＣＯＯＬ　ＪＡＰＡＮ」発かっこいいニッポン再発見 堤和彦著 ＮＨＫ出版 現代社会 8/28
135 ほんとうの環境白書　-３．１１後の地球で起きていること- 池田清彦著 角川グループホールディングス現代社会 8/23
136 東日本大震災緊急災害対策本部の９０日 小滝晃著 ぎょうせい 現代社会 8/中
137 地図で読む　日本の再生可能エネルギー 永続地帯研究会著 旬報社 現代社会 8/25
138 保健所犬の飼い主になる前に知っておきたいこと 片野ゆか著 新潮社 現代社会 8/9
139 トコトンやさしい　土壌汚染の本 ( 今日からモノ知りシリーズ ) 保坂義男著
大木久光著
大岩敏男著
高堂彰二著日刊工業新聞社現代社会 8/22
140 病の皇帝「がん」に挑む　上 ※２０１１年ピュリッツアー賞受賞作品シッダールタ・ムカージー著
田中文訳早川書房 現代社会 8/22
141 病の皇帝「がん」に挑む　下 ※２０１１年ピュリッツアー賞受賞作品シッダールタ・ムカージー著
田中文訳早川書房 現代社会 8/22
142 いじめの深層を科学する ミネルヴァ書房現代社会 8/下
143 卖位と記号 ( 人にしゃべりたくなる雑学教養シリーズ) 白鳥敬著 学研マーケティングサイエンス 8/27
144 植物の特徴を見分ける本 大川ち津る著 恒星社厚生閣 サイエンス 8/中
145 世界の火山図鑑 須藤茂著 誠文堂新光社 サイエンス 8/22
146 おっぱいの科学 フローレンス・ウィリアムズ著
梶山あゆみ訳東洋書林 サイエンス 8/9
147 世界から病気が消える日　ジ・エンド・オブ・イルネス ディビッド・Ｂ・アガス著
野中香方子訳日経ＢＰ社 サイエンス 8/26
148 卵が飛ぶまで考える　問題解決のための科学的思考法 下村裕著 日本経済新聞出版社サイエンス 8/22
149 性と生命，　Ｘ・Ｙ染色体（仮） ( Ｎｅｗｔｏｎ別冊 ) ニュートンプレスサイエンス 8/27
150 日本のライチョウはなぜ人を怖れないか？ 中村浩志著 農山漁村文化協会サイエンス 8/20
151 やわらかな生命 ( パラパラ３（仮） ) 福岡伸一著 文藝春秋 サイエンス 8/7
152 きちんと知りたい　自動車メカニズムの基礎知識 橋田卓也著 日刊工業新聞社テクノロジー8/16
153 かわいい江戸絵画 府中市美術館編 求龍堂 芸術・スポーツ8/23
154 甲子園の詩［完全版］　-敗れざる君たちへ- 阿久悠著 幻戯書房 芸術・スポーツ8/１
155 アーティストたちとの会話　アメリカン・ポップ・アート誕生の熱気 キミコ・パワー著
林綾野著 講談社 芸術・スポーツ8/7
156 図解スポーツサイエンス　ダンスのかがく 水村真由美著 秀和システム 芸術・スポーツ8/上
157 よくわかる山の天気　気象遭難防止チャート付 平井史生著 誠文堂新光社 芸術・スポーツ8/19
158 もっと知りたい　竹内栖鳳　生涯と作品 平野重光監修 東京美術 芸術・スポーツ8/30
159 もっと知りたい　藤田嗣治　生涯と作品 林洋子監修 東京美術 芸術・スポーツ8/9
160 横尾忠則 ( 別冊太陽スペシャル ) 別冊太陽編集部編 平凡社 芸術・スポーツ8/23
161 おやちれんがすすめる　よみきかせ絵本２５０　 ( 　低学年向●２００３～２０１２ ) 親子読書地域文庫全国連絡編絵本塾出版 ライブラリアン8/上
162 いわさきちひろ ( ＫＡＷＡＤＥ夢ムック　『文藝』別冊) いわさきちひろ編 河出書房新社 ライブラリアン8/下
163 疎開した４０万冊の図書 金髙謙二著 幻戯書房 ライブラリアン8/9
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164 私の本棚 新潮社編 新潮社 ライブラリアン8/30
165 子どもの本　１００問１００答 大阪国際児童文学振興財団編創元社 ライブラリアン8/22
166 絵本の魔法 ( クレヨンハウス ) 司修著 白水社 ライブラリアン8/上
167 あたまのうえに　とりがいますよ ※ぞうさん・ぶたさん　あいぼうシリーズ１　２００８年ドクター・スース賞受賞作品モー・ウィレムズ作・絵
落合恵子訳クレヨンハウス 児童読み物 8/下
168 とびたい　ぶたですよ ※ぞうさん・ぶたさん　あいぼうシリーズ２　２００８年ドクター・スース賞受賞作品モー・ウィレムズ作・絵
落合恵子訳クレヨンハウス 児童読み物 8/下
169 ときめきのへや ( 講談社の翻訳絵本 ) セルジオ・ルッツィア作・絵
福本友美子訳講談社 児童読み物 8/26
170 さいこうのスパイス ( とっておきのどうわ ) 亀岡亜希子作・絵 ＰＨＰ研究所 児童読み物 8/上
171 よるのきかんしゃ、ゆめのきしゃ シェリー・ダスキー・リンカー作
トム・リヒテンヘルド絵
福本友美子訳ひさかたチャイルド児童読み物 8/23
172 いやっ！ トレーシー・コーデュロイ作
ティム・ワーンズ絵
三辺律子訳ブロンズ新社 児童読み物 8/下
173 紙のむすめ ナタリー・ベルハッセン文
ナオミ・シャピラ絵　　もたいなつう訳光村教育図書 児童読み物 8/上
174 ちびはち エドワード・ギブス作・絵
谷川俊太郎訳光村教育図書 児童読み物 8/上
175 いじめっこ ローラ・ヴァッカロ・シーガー作・絵
なかがわちひろ訳あすなろ書房 児童読み物 8/下
176 ゆうえんち ( おとうさん　もういっかい３　全３巻) はたこうしろう作・絵 アリス館 児童読み物 8/上
177 ばしゃにのって とよたかずひこ文・絵 アリス館 児童読み物 8/上
178 うまれたよ、ペットントン ( おはなしトントン ) 服部千春作
村上康成絵 岩崎書店 児童読み物 8/7
179 クサヨミ ( ２１世紀空想科学小説 ) 藤田雅矢作
中川悠京絵 岩崎書店 児童読み物 8/12
180 ぼくのおおじいじ スティバンヌ作・絵
ふしみみさを訳岩崎書店 児童読み物 8/9
181 へんしんレストラン あきやまただし作・絵 金の星社 児童読み物 8/下
182 だっこ　だっこ ( 新しいえほん ) つちだよしはる文・絵 金の星社 児童読み物 8/下
183 １０月のおはなし　ハロウィンの犬（仮） 村上しいこ作
宮尾和孝絵 講談社 児童読み物 8/22
184 なぞの火災報知器事件 ( 名探偵犬バディ４　アメリカ探偵作家協会賞（エドガー・アラン・ポー賞）受賞作品) ドリー・ヒルスタッド・バトラー作
もりうちすみこ訳国土社 児童読み物 8/下
185 ひみつの花便り 田村理江作
高山まどか絵 国土社 児童読み物 8/下
186 ソフィ・スコットの单極日記 アリソン・レスター作
斎藤倫子絵小峰書店 児童読み物 8/下
187 空を飛んだ男の子のはなし ( マジカル・チャイルド３　全４巻) サリー・ガードナー作・絵
三辺律子訳小峰書店 児童読み物 8/上
188 こぐまのくうちゃん あまんきみこ作
黒井健絵 童心社 児童読み物 8/
189 やあ、やあ、やあ！　おじいちゃんがやってきた 村上しいこ作
山本孝絵 ＢＬ出版 児童読み物 8/31
190 どこかいきのバス ( わくわくえどうわ ) 井上よう子作
くすはら順子絵文研出版 児童読み物 8/30
191 タイヨオ（仮） 梅田俊作作
梅田佳子絵 ポプラ社 児童読み物 8/
192 ぐるんぐるん　つむじかぜ アーノルド・ローベル作・絵
伏見操訳ほるぷ出版 児童読み物 8/中
193 よかたい先生　水俣から世界を見続けた医師　原田正純 ( ヒューマンノンフィクション ) 三枝三七子作・絵
細江幸世編学研マーケティング児童ノンフィクション8/6
194 石の巨人　ミケランジェロのダビデ像（仮） ジェーン・サトクリフ作
ジョン・シェリー絵
なかがわちひろ訳小峰書店 児童ノンフィクション8/下
195 アジア・オセアニア ( 国際理解に役立つ世界のお金図鑑１　全３巻) 佐藤英人著
平田美咲絵 汐文社 児童ノンフィクション8/10
196 切る ( コツがわかる！工作のきほん（仮）１　全４巻) 寺西恵里子著 汐文社 児童ノンフィクション8/25
197 ジェット機と空港・管制塔 ( 乗り物ひみつルポ ) モリナガ・ヨウ文・絵 あかね書房 児童ノンフィクション8/中
198 ガラパゴスに木を植える ( ノンフィクション・生きるチカラ ) 藤原幸一文・写真 岩崎書店 児童ノンフィクション8/21
199 まるごと観察　富士山 ( 子供の科学★サイエンスブックス) 鎌田浩毅編著 誠文堂新光社 児童ノンフィクション8/23
200 図書館に児童室ができた日 ジャン・ピンボロー文
デビー・アトウェル絵
張替惠子訳徳間書店 児童ノンフィクション8/8
201 宇宙探査の大図鑑 ( 楽しい調べ学習 ) 的川泰宣監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション8/1
202 高校生からわかるマクロ・ミクロ経済学 菅原晃著 河出書房新社 ヤングアダルト8/20
203 紙コップのオリオン 市川朔久子著 講談社 ヤングアダルト8/19
204 レガッタ！３　光をのぞむ ( ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ) 濱野京子著
一瀬ルカ画 講談社 ヤングアダルト8/8
205 比類なき翠玉（ｴﾒﾗﾙﾄﾞ）　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8/9
206 魔使いの盟友　魔女グリマルキン ( 創元ブックランド ) ジョゼフ・ディレイニー著
田中亜希子訳東京創元社 ヤングアダルト8/28
207 フェリックスとゼルダ　その後 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8/上
208 戦後日本史の考え方・学び方（仮） ( １４歳の世渡り術 ) 成田龍一著 河出書房新社 ヤングアダルト8/15
209 対話でわかる数学入門（仮） 遠山啓（ﾋﾗｸ）著 ソフトバンククリエイティブヤングアダルト8/下
210 源氏物語　紫の結び一 ( 全３巻 ) 荻原規子著 理論社 ヤングアダルト8/下


