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1 １０１年目の孤独 高橋源一郎著岩波書店 日本文芸書 12/25
2 渡良瀬 佐伯一麦著 岩波書店 日本文芸書 12/25
3 一私小説書きの日乗　憤怒の章 西村賢太著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 12/24
4 俳句、はじめました　吟行修業の巻 岸本葉子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 12/20
5 名無しの蝶は、まだ酔わない　戸山大学〈スイ研〉の謎と酔理 森晶麿著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 12/25
6 お父さんと伊藤さん ※ 第８回小説現代長編新人賞受賞作品中澤日菜子著講談社 日本文芸書 1/6
7 皇帝フリードリッヒ二世の生涯　上 塩野七生著 新潮社 日本文芸書 12/18
8 皇帝フリードリッヒ二世の生涯　下 塩野七生著 新潮社 日本文芸書 12/18
9 殺したい蕎麦屋 椎名誠著 新潮社 日本文芸書 12/20

10 月日の残像 山田太一著 新潮社 日本文芸書 12/20
11 单冥の雫 ( 満州国演義８　全９巻 ） 船戸与一著 新潮社 日本文芸書 12/20
12 マルセイユの海鞘 奥本大三郎著中央公論新社日本文芸書 12/10
13 室井滋のオシゴト探検　玄人ですもの 室井滋著 中央公論新社日本文芸書 12/10
14 キャリア警部・道定聡の苦悩 五十嵐貴久著ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 12/25
15 ＧＯＳＩＣＫ　ＲＥＤ（仮） 桜庭一樹著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 12/24
16 雪月花黙示録 恩田陸著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 12/24
17 Ｑｒｏｓ（キュロス）の女 誉田哲也著 講談社 日本文芸書 12/11
18 ジョン・マン４　青雲編 山本一力著 講談社 日本文芸書 12/24
19 その鏡は嘘をつく 薬丸岳著 講談社 日本文芸書 12/10
20 デッド・オア・アライヴ 薬丸岳著
遠藤武文著
鏑木蓮著講談社 日本文芸書 12/17
21 峠越え 伊東潤著 講談社 日本文芸書 1/6
22 舞台 西加奈子著 講談社 日本文芸書 12/16
23 ペテロの葬列 宮部みゆき著集英社 日本文芸書 12/20
24 ぼくは戦争は大きらい やなせたかし著小学館 日本文芸書 12/16
25 雨の底　 ( 慶次郎縁側日記１５ ) 北原亞以子著新潮社 日本文芸書 12/19
26 おとこのるつぼ 群ようこ著 新潮社 日本文芸書 12/19
27 爛（ﾗﾝ） 瀬戸内寂聴著新潮社 日本文芸書 12/20
28 ポースケ 津村記久子著中央公論新社日本文芸書 12/10
29 向かい風で飛べ！ 乾ルカ著 中央公論新社日本文芸書 12/10
30 陰陽師　蒼猴ノ巻 ( 陰陽師シリーズ１３ ) 夢枕獏著 文藝春秋 日本文芸書 1/上
31 感受体のおどり 黒田夏子著 文藝春秋 日本文芸書 12/
32 その峰の彼方 笹本稜平著 文藝春秋 日本文芸書 1/上
33 ターミナルタウン 三崎亜記著 文藝春秋 日本文芸書 1/上
34 問いのない答え 長嶋有著 文藝春秋 日本文芸書 12/9
35 会えてよかった 安野光雅著 朝日新聞出版日本文芸書 12/6
36 火男（ヒヲトコ） ※ 第５回朝日時代小説大賞受賞作品吉来駿作著 朝日新聞出版日本文芸書 12/6
37 この雨が上がる頃（仮） 大門剛明著 光文社 日本文芸書 12/
38 雪に咲く（仮） 村木嵐著 ＰＨＰ研究所日本文芸書 12/4
39 幻霙（ゲンエイ） 斉木香津著 双葉社 日本文芸書 12/17
40 映画、柔らかい肌。映画にさわる ( 金井美恵子エッセイ・コレクション　１９６４－２０１３　４　全４巻) 金井美恵子著平凡社 日本文芸書 12/
41 ショパンを嗜む 平野啓一郎著音楽之友社日本文芸書 12/10
42 夢のなかの魚屋の地図 井上荒野著 幻戯書房 日本文芸書 12/20
43 あなたがお望みのものは何でも 真梨幸子著 幻冬舎 日本文芸書 12/17
44 旅者の歌 小路幸也著 幻冬舎 日本文芸書 12/10
45 象の墓場 楡周平著 光文社 日本文芸書 12/
46 リアスの子（仮） 熊谷達也著 光文社 日本文芸書 12/
47 宝の山　商い同心お調べ帖 梶よう子著 実業之日本社日本文芸書 12/
48 アルモニカ・ディアボリカ ( ハヤカワ・ミステリワールド) 皆川博子著 早川書房 日本文芸書 12/18
49 終わりの日々 高橋たか子著
鈴木晶／解題みすず書房日本文芸書 12/下
50 ザ・ゼロ ジェス・ウォルター著
上岡伸雄ほか訳岩波書店 外国文芸書 12/25
51 わたしはマララ マララ・ユスフザイ著
クリスティーナ・ラム著
金原瑞人訳
西田佳子訳学研マーケティング外国文芸書 12/3
52 秘密（仮）　上 ※ オーストラリアＡＢＩＡ賞年間最優秀小説賞受賞作品ケイト・モートン著
青木純子訳東京創元社外国文芸書 12/20
53 秘密（仮）　下 ※ オーストラリアＡＢＩＡ賞年間最優秀小説賞受賞作品ケイト・モートン著
青木純子訳　 外国文芸書 12/20
54 愛と障害 ( エクス・リブリス ) アレクサンダル・ヘモン著
岩本正恵訳白水社 外国文芸書 12/下
55 地上最後の刑事 ※ ハヤカワ・ミステリ／ 2013年アメリカ探偵作家クラブ最優秀ペイパーバック賞受賞作品ベン・Ｈ・ウィンタース著
上野元美訳早川書房 外国文芸書 12/5
56 万物は流転する ワシーリー・グロスマン著
齋藤紘一訳
亀山郁夫解説みすず書房外国文芸書 12/11
57 ディア・ライフ ( 新潮クレスト・ブックス ) アリス・マンロー著
小竹由美子訳新潮社 外国文芸書 12/10
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58 誰よりも狙われた男 ( ハヤカワ・ノヴェルズ ) ジョン・ル・カレ著
加賀山卓朗訳早川書房 外国文芸書 12/5
59 白熱光 ( 新☆ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ　第２期) グレッグ・イーガン著
山岸真訳早川書房 外国文芸書 12/5
60 料理をおいしくする切り方のひみつ 脇雅世著 ＮＨＫ出版 くらしの実用書12/19
61 料理研究家１６人が教える　こだわり調味料ＢＯＯＫ( 講談社のお料理ＢＯＯＫ) 講談社編 講談社 くらしの実用書12/5
62 ちょっと具合のよくないときのごはん 岩崎啓子著
石川みずえ著日東書院本社くらしの実用書12/19
63 １年中使える通園通学ＢＯＯＫ 日本ヴォーグ社くらしの実用書12/12
64 自分史の書き方 立花隆著 講談社 くらしの実用書12/5
65 子育てをキャリアのプラスにする「逆転」の常識５０ 小室淑恵著 朝日新聞出版ビジネス・くらしの経済12/18
66 一生困らない お金の教科書（仮） エクスナレッジビジネス・くらしの経済12/12
67 はじめて「住宅ローン」を借りるときに読む本 竹下さくら著 廣済堂出版ビジネス・くらしの経済12/上
68 仕事で「会社の数字」の大切さに気付いたら読む本 岩谷誠治著 すばる舎 ビジネス・くらしの経済12/13
69 経費で落ちるレシート・落ちないレシート 梅田泰宏著 日本実業出版社ビジネス・くらしの経済12/20
70 暮らしがかわる！キッチン＆バス・トイレ　素敵なリフォーム( 学研ムック ) 学研パブリッシング編学研マーケティングすまいと住宅12/9
71 園芸「コツ」の科学　植物栽培の「なぜ」がわかる 上田善弘著 講談社 すまいと住宅12/16
72 ベニシアの庭づくり　ハーブと暮らす１２か月 　 ベニシア・スタンリー・スミス著世界文化社すまいと住宅12/10
73 ＮＨＫきょうの健康　１００歳まで元気に歩ける体づくり 「きょうの健康」番組制作班編
为婦と生活社ライフ・プラス編集部編为婦と生活社健康と家庭の医学12/13
74 がん患者力 ＮＨＫ「がんプロジェクト」取材班編为婦と生活社健康と家庭の医学12/13
75 心臓病の最新治療 ( よくわかる最新医学 ) 小橋隆一郎著为婦の友社健康と家庭の医学12/24
76 がん専門医による　今、知っておきたい　泌尿器がんのこと 赤座英之著 春秋社 健康と家庭の医学1/
77 “Ｄｒ．３６５”のこどもの病気相談室 白岡亮平著 小学館 健康と家庭の医学12/20
78 安眠の科学 ( おもしろサイエンス ) 内田直著 日刊工業新聞社健康と家庭の医学12/24
79 家族のための　アスペルガー症候群・高機能自閉症がよくわかる本 原仁著 池田書店 教育と福祉 12/6
80 完全図解 新しい介護　完全改訂版 ( 介護ライブラリー　 ) 大田仁史編著
三好春樹編著講談社 教育と福祉 12/16
81 子どもをひとり暮らしさせる！親の本 ( 为婦の友子育てＢＯＯＫＳ) 为婦の友社編
上大岡トメ絵为婦の友社教育と福祉 12/16
82 カリスマ助産師・トコちゃん先生の ( 赤ちゃんがすぐに泣きやみグッスリ寝てくれる本) 渡部信子著 すばる舎 教育と福祉 12/5
83 家族のココロを軽くする　認知症介護お悩み相談室（仮） 長田久雄著 中央法規出版教育と福祉 12/25
84 よくわかる子どもの養子縁組ガイドブック 岩崎美枝子編明石書店 くらしの法律12/上
85 憲法と、生きる 東京新聞社会部編岩波書店 くらしの法律12/25
86 すばらしき特殊特許の世界 稲森謙太郎著太田出版 くらしの法律12/5
87 新版　行政手続法の解説（仮） 宇賀克也著 学陽書房 くらしの法律1/
88 知っておきたい！養育費算定のこと 大阪弁護士会
女性と子どもの貧困部会編著かもがわ出版くらしの法律12/下
89 会社でうつになったとき　労働法ができること 加藤智章著
所浩代ほか著旬報社 くらしの法律12/25
90 最新　図解でスッキリ　不動産登記はこうする( 講談社 ) 古山隆著 日本実業出版社くらしの法律12/18
91 零戦　～搭乗員たちが見つめた太平洋戦争～ 神立（コウダチ）尚紀著
ＮＨＫ取材班著講談社 歴史と紀行 12/2
92 古墳を旅する ( 別冊太陽　太陽の地図帖２３) 松木武彦監修平凡社 歴史と紀行 12/
93 藤原道長「御堂関白記」を読む ( 講談社選書メチエ　５６４) 倉本一宏著 講談社 日本の文化 12/10
94 天皇と葬儀 ( 新潮選書 ) 井上亮著 新潮社 日本の文化 12/20
95 図説　虹の文化史 杉山久仁彦著河出書房新社世界の文化 12/20
96 教会の怪物たち　ロマネスクの図像学 ( 講談社選書メチエ　５６５) 尾形希和子著講談社 世界の文化 12/10
97 ルポ　ＭＯＯＣ革命　無料オンライン授業の衝撃 金成隆一著 岩波書店 現代社会 12/25
98 教誨師（キョウカイシ） 堀川惠子著 講談社 現代社会 12/5
99 政治の起源２　フランス革命から現代まで ( 全４巻 ) フランシス・フクヤマ著
会田弘継訳講談社 現代社会 12/10

100 脱ネット・スマホ中毒 遠藤美季著 誠文堂新光社現代社会 12/12
101 グローバリゼーション・パラドクス ダニ・ロドリック著
柴山桂太ほか訳白水社 現代社会 12/
102 いのちを選ぶ社会　出生前診断のいま 坂井律子著 ＮＨＫ出版 現代社会 12/25
103 トリソミー　～短命という定めに生きる子～ ※ ２０１３年度小学館ノンフィクション大賞受賞作品松永正訓著 小学館 現代社会 12/20
104 終わらない原発事故と「日本病」 柳田邦男著 新潮社 現代社会 12/18
105 金融すごい（仮） ロバート・Ｊ・シラー著
山形浩生訳
守岡桜訳東洋経済新報社現代社会 12/19
106 グローバル白熱教室講義録＋東北大学特別授業 マイケル・サンデル著
ＮＨＫ「ハーバード白熱教室」制作チーム著早川書房 現代社会 12/25
107 滅亡へのカウントダウン　上 ( ハヤカワ・ノンフィクション) アラン・ワイズマン著
鬼澤忍訳早川書房 現代社会 12/18
108 滅亡へのカウントダウン　下 ( ハヤカワ・ノンフィクション) アラン・ワイズマン著
鬼澤忍訳早川書房 現代社会 12/18
109 「世界一のソリ」をつくれ！下町ボブスレー　東京・大田区、町工場の挑戦 細貝淳一著 朝日新聞出版テクノロジー12/6
110 世界一わかりやすいロケットのはなし ＪＡＸＡ協力
村沢譲著ＫＡＤＯＫＡＷＡテクノロジー12/25
111 絵でわかるロボットのしくみ ( 絵でわかるシリーズ ) 瀬戸文美著
平田泰久監修講談社 テクノロジー12/20
112 トコトンやさしい非在来型化石燃料の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 藤田和男編著
高橋明久ほか著日刊工業新聞社テクノロジー12/24
113 文系のためのエネルギー入門 ( 「バークレー白熱教室」講義録) リチャード・ムラー著
ＮＨＫ「バークレー白熱教室」制作チーム＋杉田晶子訳早川書房 テクノロジー12/18
114 ソフトボール　監督・コーチ入門 宗方貞徳監修池田書店 芸術・スポーツ12/
115 アニメーション、折りにふれて 高畑勲著 岩波書店 芸術・スポーツ12/5
116 ブルクミュラー　２５の不思議 飯田有抄著
前島美保著音楽之友社芸術・スポーツ12/20
117 歌舞伎　型の神髄 渡辺保著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ芸術・スポーツ12/20
118 ぼくのつくった書体の話 小塚昌彦著 グラフィック社芸術・スポーツ12/上
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119 粘土と釉薬の焼成見本帖　１２６０ 祖師谷陶房著誠文堂新光社芸術・スポーツ12/16
120 三船敏郎伝 松田美智子著文藝春秋 芸術・スポーツ1/上
121 中野京子と読み解く　名画の謎　陰謀の歴史篇 中野京子著 文藝春秋 芸術・スポーツ12/12
122 東京国立博物館　東洋館　東洋美術をめぐる旅( コロナ・ブックス１８９ ) 東京国立博物館監修平凡社 芸術・スポーツ12/25
123 始める！スノーシュー 石丸哲也著 山と渓谷社芸術・スポーツ12/18
124 井上洋介図鑑 ( らんぷの本 ) 井上洋介著
松本育子編河出書房新社ライブラリアン12/10
125 多文化絵本を楽しむ ( 絵本館 ) 伊東正子著
伊丹弥生著ミネルヴァ書房ライブラリアン1/
126 だるまなんだ おおなり修司文
丸山誠司絵絵本館 児童読み物 12/
127 木かげの秘密 ※ 第２１回小川未明文学賞大賞受賞作品浅野竜作
杉田比呂美絵学研マーケティング児童読み物 12/10
128 ジャーニー（仮）　Ｊｏｕｒｎｅｙ ( 講談社の翻訳絵本 ) アーロン・ベッカー作・絵講談社 児童読み物 12/11
129 わたしたちの　てんごくバス ※ ２０１２年オーストラリア児童図書評議会絵本賞受賞作品ボブ・グレアム作・絵
こだまともこ訳さ・え・ら書房児童読み物 12/上
130 どーしたどーした 天童荒太文
荒井良二絵集英社 児童読み物 1/6
131 まよなかの　たんじょうかい ( ひまわりえほんシリーズ ) 西本鶏介作
渡辺有一絵鈴木出版 児童読み物 12/上
132 ふたつのバレンタインじけん ( ぼくはめいたんてい ) マージョリー・Ｗ・シャーマット文
マーク・シーモント絵
小宮由訳大日本図書児童読み物 1/上
133 あたし、うそついちゃった ( 児童図書館・絵本の部屋) ローラ・ランキン作・絵
せなあいこ訳評論社 児童読み物 12/10
134 あのひのクジラ ベンジー・デイヴィス作・絵
村上康成訳ブロンズ新社児童読み物 1/上
135 白い街　あったかい雪 鎌田實文
小林豊絵ポプラ社 児童読み物 12/上
136 ダヤン妖精になる ( ダヤンのコレクションブック) 池田あきこ作・絵ほるぷ出版児童読み物 12/上
137 チャーリー、おじいちゃんに　あう エイミー・へスト文
ヘレン・オクセンバリー絵　　　　　　　　　　　　　さくまゆみこ訳岩崎書店 児童読み物 12/9
138 パピプペポー　おんがくかい ( かこさとしおはなしのほん１７) かこさとし作・絵偕成社 児童読み物 1/
139 あかいありの　ぼうけんえんそく ( かこさとしおはなしのほん１８) かこさとし作・絵偕成社 児童読み物 1/
140 いのちをいただく　新版　みいちゃんがお肉になる日( 講談社の創作絵本 ) 坂本義喜原案
内田美智子作
魚戸おさむとゆかいな仲間たち絵講談社 児童読み物 12/2
141 ２月のおはなし　鬼まつりの夜 富安陽子作
はせがわかこ絵講談社 児童読み物 12/25
142 いすおばけ　ぐるぐるんぼー ( おばけとなかよし３ ) 角野栄子作
はたこうしろう絵小峰書店 児童読み物 12/中
143 ほんとうの　おにごっこ ( かわいいとのさま４ ) 筒井敬介作
堀内誠一絵小峰書店 児童読み物 12/上
144 こども大百科　キッズペディアスペシャル　世界の生き物大図解 富田京一監修
西尾香苗監修小学館 児童ノンフィクション12/17
145 ウマ大図鑑 日本ウマ科学会監修ＰＨＰ研究所児童ノンフィクション12/9
146 自然がつくる色大図鑑 福江純監修 ＰＨＰ研究所児童ノンフィクション12/2
147 ぼくたちは　なぜ、学校へ行くのか。 石井光太作 ポプラ社 児童ノンフィクション12/上
148 調べよう！　日本の本屋さん ( 本屋さんのすべてがわかる本２　全４巻) 秋田喜代美著
稲葉茂勝著ミネルヴァ書房児童ノンフィクション12/20
149 月見から大みそか ( 坂本廣子のつくろう！食べよう！行事食３　全３巻) 坂本廣子著
奥村彪生監修少年写真新聞社児童ノンフィクション12/下
151 氷の競技・種目の技や見方 ( しらべよう！知っているようで知らない冬季オリンピック３　全３巻) 稲葉茂勝著
大熊廣明編ベースボール・マガジン社児童ノンフィクション12/13
152 目に見えないもの 星の王子さまと１０人の探究者たち著講談社 ヤングアダルト12/12
153 夢をあきらめなければ宇宙にだって行ける（仮） 星出彰彦著 すばる舎 ヤングアダルト12/6
154 ゾウと旅した戦争の冬 マイケル・モーパーゴ文
杉田七重訳徳間書店 ヤングアダルト12/9
155 共に生きるということ ( １００年インタビュー ) 緒方貞子著 ＰＨＰ研究所ヤングアダルト12/2
156 電池はどこまで軽くなる？ 電気化学会編丸善出版 ヤングアダルト12/
157 なやむ ( 大人になるまでに読みたい１５歳の詩３　全３巻) 谷川俊太郎巻頭文
蜂飼耳編／エッセイゆまに書房ヤングアダルト12/25
158 ファイアー・クロニクル　最古の魔術書２ ジョン・スティーブンス著
こだまともこ訳あすなろ書房ヤングアダルト12/中
159 路上のストライカー ( ＳＴＡＭＰ　ＢＯＯＫＳ ) マイケル・ウィリアムズ作
さくまゆみこ訳岩波書店 ヤングアダルト12/20
160 武器より一冊の本をください　少女マララ・ユスフザイの祈り ヴィヴィアナ・マッツァ著
横山千里訳金の星社 ヤングアダルト12/上
161 暴力・差別・戦争 ( 世界の女性問題２　全３巻) アジア女性資料センター監修汐文社 ヤングアダルト12/
162 源氏物語　紫の結び２ ( 全３巻 ) 荻原規子著 理論社 ヤングアダルト12/上


