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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 惑星カロン ( ハルチカシリーズ ） 初野晴著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 4/

2 トリカブトの花が咲く頃　上 丸山健二著 河出書房新社 日本文芸書 4/17

3 トリカブトの花が咲く頃　下 丸山健二著 河出書房新社 日本文芸書 4/17

4 ある日の結婚 淺川継太著 講談社 日本文芸書 4/25

5 永遠の眺望（仮） 近本洋一著 講談社 日本文芸書 5/8

6 ＣＯＶＥＲＤ　Ｍ博士の島 森晶麿著 講談社 日本文芸書 4/15

7 人生相談。 真梨幸子著 講談社 日本文芸書 4/14

8 酔うために地球はぐるぐるまわってる 椎名誠著 講談社 日本文芸書 4/24

9 名探偵登場！（仮） 筒井康隆著
町田康著
木内昇著講談社 日本文芸書 4/22

10 我、美に殉ず（仮） 小嵐九八郎著 講談社 日本文芸書 5/上

11 オール・ユー・ニード・イズ・ラブ ( 東京バンドワゴン9 ） 小路幸也著 集英社 日本文芸書 4/25

12 いとみち　三の糸 越谷オサム著 新潮社 日本文芸書 4/22

13 黒翼鳥　ＮＣＩＳ特別捜査官 月原渉著 新潮社 日本文芸書 4/22

14 ここからはじまる はらだみずき著新潮社 日本文芸書 4/22

15 １２月の向日葵 永瀬隼介著 新潮社 日本文芸書 4/30

16 イン・ザ・レイン 山下貴光著 中央公論新社 日本文芸書 4/10

17 フォグ・ハイダ　Ｔｈｅ　Ｆｏｇ　Ｈｉｄｅｒ 森博嗣著 中央公論新社 日本文芸書 4/25

18 あしあと 勝目梓著 文藝春秋 日本文芸書 4/上

19 海うそ 梨木香歩著 岩波書店 日本文芸書 4/9

20 オクターヴを駆け抜けて 島本理生著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 4/

21 醒めながら見る夢 辻仁成著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 4/24

22 知の巨人　荻生徂徠伝 佐藤雅美著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 4/24

23 天地雷動 伊東潤著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 4/21

24 ゆずこの形見 伊藤たかみ著 河出書房新社 日本文芸書 4/10

25 刑事の約束 薬丸岳著 講談社 日本文芸書 4/15

26 紫匂う 葉室麟著 講談社 日本文芸書 4/15

27 屋根屋 村田喜代子著 講談社 日本文芸書 4/24

28 グレイ 堂場瞬一著 集英社 日本文芸書 4/25

29 東京自叙伝 奥泉光著 集英社 日本文芸書 5/2

30 鼻に挟み撃ち　他三編 ※第１５０回芥川賞候補作いとうせいこう著集英社 日本文芸書 5/2

31 貘の鑑（ｶｶﾞﾐ） 道尾秀介著 新潮社 日本文芸書 4/22

32 本屋さんのダイアナ 柚木麻子著 新潮社 日本文芸書 4/22

33 満月の道 ( 流転の海　第七部 ） 宮本輝著 新潮社 日本文芸書 4/30

34 ライアー 大沢在昌著 新潮社 日本文芸書 4/30

35 忍者月輪（ｶﾞﾁﾘﾝ） 津本陽著 中央公論新社 日本文芸書 4/25

36 女のいない男たち 村上春樹著 文藝春秋 日本文芸書 4/18

37 王朝小遊記 諸田玲子著 文藝春秋 日本文芸書 4/下

38 ソナチネ 小池真理子著 文藝春秋 日本文芸書 4/上

39 太陽の棘 原田マハ著 文藝春秋 日本文芸書 4/下

40 直木賞受賞エッセイ集成 文藝春秋編 文藝春秋 日本文芸書 4/上

41 がぶり寄り娘と正義の七日間 深水黎一郎著 幻冬舎 日本文芸書 4/22

42 鳴いたカラス（仮） 中島要著 光文社 日本文芸書 4/

43 避雷針の夏（仮） 櫛木理宇著 光文社 日本文芸書 4/

44 風ヶ丘五十円玉祭りの謎 青崎有吾著 東京創元社 日本文芸書 4/18

45 ハルカの空　单アルプス山岳救助隊Ｋ－９ 樋口明雄著 徳間書店 日本文芸書 4/9

46 私に似た人 貫井徳郎著 朝日新聞出版 日本文芸書 4/8

47 だったらボクがやる 幸田真音著 幻冬舎 日本文芸書 4/

48 廉恥 今野敏著 幻冬舎 日本文芸書 4/8

49 星よりひそかに 柴崎友香著 幻冬舎 日本文芸書 4/下

50 探しものはなんですか？（仮） 大崎梢著 光文社 日本文芸書 4/

51 青玉の笛（仮） ( 京都市井図絵シリーズ） 澤田ふじ子著 光文社 日本文芸書 4/17

52 ただ一人の幻影 森村誠一著 徳間書店 日本文芸書 4/9

53 ライバル 川上健一著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 4/7

54 ケモノの城 誉田哲也著 双葉社 日本文芸書 4/15

55 紅けむり 山本一力著 双葉社 日本文芸書 4/15

56 神秘 白石一文著 毎日新聞社 日本文芸書 4/上
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57 アルグン川の右岸 ( エクス・リブリス　第７回茅盾（ﾏｵﾄﾝ）文学賞受賞作品） 遅子建著
竹内良雄ほか訳白水社 外国文芸書 4/上

58 死の都市の風景 オットー・ドフ・クルカ著
壁谷さくら訳白水社 外国文芸書 4/下

59 オマル　導きの惑星 ( 新☆ハヤカワＳＦ・シリーズ） ロラン・ジュヌフォール著
平岡敦訳早川書房 外国文芸書 4/9

60 三銃士の息子 ( ポケミス ） カミ著
高野優訳早川書房 外国文芸書 4/9

61 バニヤンの木陰で ヴァディ・ラトナー著
市川恵里訳河出書房新社 外国文芸書 4/10

62 古代の遺物 ジョン・クロウリー著
浅倉久志ほか訳国書刊行会 外国文芸書 4/

63 ぼくはスピーチをするために来たのではありません ガブリエル・ガルシア＝マルケス著
木村榮一訳新潮社 外国文芸書 4/30

64 Ｑ　上 ルーサー・ブリセット著
さとうななこ訳東京創元社 外国文芸書 4/25

65 Ｑ　下 ルーサー・ブリセット著
さとうななこ訳東京創元社 外国文芸書 4/25

66 フランス紀行 ※メディシス賞受賞作品 ブノワ・デュトゥールトゥル著
西永良成訳早川書房 外国文芸書 4/15

67 狂った殺人 ( 論創海外ミステリ１１９） フィリップ・マクドナルド著
鈴木景子訳論創社 外国文芸書 4/

68 おうちごはん入門書　初めてでもできる一汁ニ菜( 講談社のお料理ＢＯＯＫ） 河野雅子著 講談社 くらしの実用書4/10

69 持ちよりパーティをしよう ( 講談社のお料理ＢＯＯＫ） 行正り香著 講談社 くらしの実用書4/24

70 １つ作って×３世代おかず 舘野鏡子著 主婦の友社 くらしの実用書4/9

71 四季を彩る　加賀のゆびぬき 加賀ゆびぬき結の会著
石井康子監修文化出版局 くらしの実用書4/中

72 作りたいのは　すっきり見える服 香田あおい著 文化出版局 くらしの実用書4/17

73 尐量でもおいしくできる　はじめての梅しごと手帖 若山曜子著 家の光協会 くらしの実用書4/25

74 おいしい！おからレシピ 井原裕子著 学研マーケティングくらしの実用書4/22

75 おいしさのコツが一目でわかる　基本のパン 石澤清美著 成美堂出版 くらしの実用書4/上

76 小分け保存の便利帳（仮） 岩﨑啓子著 日東書院本社 くらしの実用書4/10

77 撥水素材でソーイング 水野佳子著 日本ヴォーグ社 くらしの実用書4/23

78 あんこ読本 和菓子好き委員会あんこ部著ＰＨＰ研究所 くらしの実用書4/16

79 知識ゼロからのきものの着付けとお手入れがわかる本( ＰＨＰビジュアル実用ＢＯＯＫＳ） 石田節子監修 ＰＨＰ研究所 くらしの実用書4/16

80 ナタリー・ベルジュロンのスカーフスタイルブック ナタリー・ベルジュロン著双葉社 くらしの実用書4/上

81 飛田さんちの卵料理１００ 飛田和緒著 文化出版局 くらしの実用書4/中

82 高齢者が働くということ ケイトリン・リンチ著
平野誠一訳ダイヤモンド社 ビジネス・くらしの経済4/24

83 世の中を良くして自分も得する「寄付」のすすめ 近藤由美著 東洋経済新報社ビジネス・くらしの経済4/

84 ときめく収納アイデアＢＯＯＫ ( 私のカントリー別冊　Ｃｏｍｅ ｈｏｍｅ！） 住まいと暮らしの雑誌編集部編主婦と生活社 すまいと住宅4/20

85 はじめてでもカンタン！おいしいベランダ野菜 西東社 すまいと住宅4/上

86 小児科医が教える　子どもの病気のときどうすればいいかがわかる本鳥海佳代子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 健康と家庭の医学4/18

87 うつ病の人に言っていいこと・いけないこと( 健康ライブラリーイラスト版） 有馬秀晃監修 講談社 健康と家庭の医学4/24

88 自分で治せる！顎関節症 ( 健康ライブラリーイラスト版） 木野孔司監修 講談社 健康と家庭の医学4/24

89 子宮頸がん 小田瑞恵著 主婦の友社 健康と家庭の医学4/16

90 眠りの科学（仮） 大塚邦明著 春秋社 健康と家庭の医学4/中

91 スゴイカラダ　知れば知るほど健康になる 北村昌陽著 日経ＢＰマーケティング健康と家庭の医学4/6

92 摂食障害と寄りそって回復をめざす本（仮） 切池信夫監修 日東書院本社 健康と家庭の医学4/23

93 誤解だらけの認知症（仮） 奥村歩著 阪急コミュニケーションズ健康と家庭の医学4/24

94 歯みがき革命！　歯みがきよりも大切なこと 我妻美夕紀著
ひなたかほり著文溪堂 健康と家庭の医学4/中

95 イラストでわかる　前立腺がん ( 手術後・退院後の安心シリーズ） 伊藤晴夫監修 法研 健康と家庭の医学4/上

96 発達障害の子を育てる５８のヒント ( ヒューマンケアブックス） 小林みやび著 学研マーケティング教育と福祉 4/15

97 小学４年生の世界平和 ジョン・ハンター著ＫＡＤＯＫＡＷＡ 教育と福祉 4/

98 親の家をどう片づける　本当に残すべきものと後悔しない整理法上東丙唆祥（ジョウトウヒサヨシ)著実業之日本社 教育と福祉 4/下

99 花咲く日を楽しみに　子育ての悩みが消える３２の筓え( Ｃｏｍｏ子育てＢｏｏｋｓ） 佐々木正美著 主婦の友社 教育と福祉 4/16
100 「生きる力」ってなんですか？ おおたとしまさ著日経ＢＰマーケティング教育と福祉 4/22
101 生活習慣百科　０～５歳児の発達と援助がわかる( 保カリＢＯＯＫＳ ） 川原佐公監修 ひかりのくに 教育と福祉 4/上

102 よくわかるＱ＆Ａ　改正薬事法のポイント 薬事法規研究会編著ぎょうせい くらしの法律 4/中

103 故宮物語　台北・故宮博物院の神品を愉しむ 野嶋剛著 朝日新聞出版 歴史と紀行 4/

104 地図のない場所で眠りたい 高野秀行著
角幡唯介著講談社 歴史と紀行 4/24

105 絶対行きたい！日本の島旅 ( ＰＨＰビジュアル実用ＢＯＯＫＳ） 加藤庸二著 ＰＨＰ研究所 歴史と紀行 4/18

106 昭和天皇　第七部　独立回復（完結篇） 福田和也著 文藝春秋 歴史と紀行 4/下

107 日本の産業遺産図鑑 二村悟著 平凡社 歴史と紀行 4/

108 手がかりをつかもう！古文書くずし字（仮） 油井宏子著 柏書房 日本の文化 4/18

109 万葉集と日本人 小川靖彦著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本の文化 4/23

110 人名ではない人名録 小林祥次郎著 勉誠出版 世界の文化 4/

111 世界のデザインミュージアム 暮沢剛巳著 大和書房 世界の文化 4/下

112 漢字の成り立ち 落合淳思著 筑摩書房 世界の文化 4/14
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113 排泄物と文明 デイビッド・ウォルトナートーズ著
片岡夏実訳築地書館 世界の文化 4/下

114 スパイスの歴史 ( 「食」の図書館 ） フレッド・ツァラ著
竹田円訳原書房 世界の文化 4/下

115 ミルクの歴史 ( 「食」の図書館 ） ハンナ・ヴェルテン著
堤理華訳原書房 世界の文化 4/下

116 こわくない有機化学超入門 ( 知りたい！サイエンス） 船山信次著 技術評論社 現代社会 4/9

117 強欲の帝国 チャールズ・ファーガソン著
藤井清美訳早川書房 現代社会 4/

118 おひとりさまの上手な死に方（仮） 奥野滋子著 朝日新聞出版 現代社会 5/8

119 国家緊急権 ( ＮＨＫブックス ） 橋爪大三郎著 ＮＨＫ出版 現代社会 4/23

120 池上彰の新しい「教養」の教科書 池上彰著 日経ＢＰマーケティング現代社会 4/中

121 ネット依存症から子どもを救う本 樋口進監修 法研 現代社会 4/上

122 光る生物の話 下村脩著 朝日新聞出版 サイエンス 4/10

123 パーフェクト・セオリー ペドロ・Ｇ・フェレイラ著
高橋則明訳ＮＨＫ出版 サイエンス 4/25

124 タコ　摩訶不思議な海洋生物（仮） ( ヒストリカル・スタディーズ） キャサリン・ハーモン・クーリッジ著太田出版 サイエンス 4/

125 ペンギンが教えてくれた　物理のはなし（仮）( 河出ブックス ） 渡辺佑基著 河出書房新社 サイエンス 4/10

126 美味しさの脳科学　においが味わいを決めている ゴードン・Ｍ・シェファード著
小松淳子訳合同出版 サイエンス 4/25

127 雲のすべてがわかる事典 武田康男監修 成美堂出版 サイエンス 4/20

128 コウモリの謎　哺乳類が空を飛んだ理由 大沢啓子著
大沢夕志著誠文堂新光社 サイエンス 4/15

129 福島第一原発事故　詳細報告（仮） ( Ｎｅｗｔｏｎ別冊 ） ニュートンプレス サイエンス 4/28

130 定理が生まれるまで　天才数学者の思索と生活( ハヤカワ・ノンフィクション） セドリック・ヴィラーニ著
松永りえ訳
池田史朗訳早川書房 サイエンス 4/23

131 数学×思考＝ざっくりと　　いかにして問題をとくか 竹内薫著 丸善出版 サイエンス 4/下

132 図解　よくわかる廃熱回収・利用技術 大髙敏男著 日刊工業新聞社テクノロジー 4/24

133 世界を照らす僕たちの手作り太陽電池パネル 山形県立東根工業高等学校ものづくり委員会編丸善出版（発売）／国際開発ジャーナル社（発行）テクノロジー 4/上

134 テッペン！　死ぬまでに見たい、富士山頂からの絶景 小野庄一著 講談社 芸術・スポーツ4/10

135 文楽へようこそ 桐竹勘十郎著
吉田玉女著小学館 芸術・スポーツ4/18

136 ムーミンを生んだ芸術家　トーヴェ・ヤンソン 冨原眞弓著
芸術新潮編集部編新潮社 芸術・スポーツ4/14

137 演劇入門ブック ジョン・ペリー著
太宰久夫監訳
野呂香訳
松村悠実子訳玉川大学出版部芸術・スポーツ4/上

138 かわいい琳派（仮） 三戸信惠著 東京美術 芸術・スポーツ4/23

139 はじめてのウクレレメンテナンスブック ヤマハミュージックメディア芸術・スポーツ4/24

140 絵本作家のアトリエ３ ( 全３巻 ） 福音館書店母の友編集部編著福音館書店 ライブラリアン4/16

141 宮沢賢治 ( 別冊太陽　日本のこころ２１８） 栗原敦監修
杉浦静監修平凡社 ライブラリアン4/22

142 うみべのいす 内田麟太郎作
ｎａｋａｂａｎ絵佼成出版社 児童読み物 4/1

143 てんぐ、はなをかむ。 平田昌広作
平田景絵国土社 児童読み物 4/中

144 びじゅつかんへいこう ピーター・レイノルズ作・絵
なかがわちひろ訳国土社 児童読み物 4/上

145 ぼくは牛飼い サンドラ・ニール・ウォレス著
渋谷弘子訳さ・え・ら書房 児童読み物 4/上

146 つられたらたべちゃうぞおばけ ( 絵本・こどものひろば） 乾栄里子作
田中六大絵童心社 児童読み物 4/

147 ナナカラやまものがたり どいかや作・絵童心社 児童読み物 4/

148 ニャーロットのおさんぽ パメラ・アレン作・絵
野口絵美訳徳間書店 児童読み物 4/9

149 ノラネコぐんだん　きしゃぽっぽ 工藤ノリコ作・絵白泉社 児童読み物 4/24

150 たっくんのあさがお 西村友里作
岡田千晶絵ＰＨＰ研究所 児童読み物 4/9

151 ながいでしょ　りっぱでしょ サトシン作
山村浩二絵ＰＨＰ研究所 児童読み物 4/30

152 江戸っ子さんきちと子トキ ( ランドセルブックス ） 菊池日出夫作・絵福音館書店 児童読み物 4/

153 明日は海からやってくる ( ノベルズ・エクスプレス２３） 杉本りえ作
スカイエマ絵ポプラ社 児童読み物 4/上

154 いろいろいろのほん エルヴェ・テュレ作・絵
たにかわしゅんたろう訳ポプラ社 児童読み物 5/上

155 おとうさん！　おとうさん！ ( こどもえほんランド ） 中川ひろたか作
ミスミヨシコ絵ポプラ社 児童読み物 5/上

156 モジャキのくすり 平田明子文
高畠純絵ほるぷ出版 児童読み物 4/上

157 きょうから飛べるよ ( おはなしガーデン４２） 小手鞠るい作
たかすかずみ絵岩崎書店 児童読み物 4/

158 こんや、妖怪がやってくる ( 中国のむかしばなし） 君島久子文
小野かおる絵岩波書店 児童読み物 4/22

159 さる・るるる・る 五味太郎作・絵絵本館 児童読み物 4/

160 そこから逃げだす魔法のことば ( 岡田淳の本 ） 岡田淳作
田中六大絵偕成社 児童読み物 4/下

161 ターシャ・テューダーのマザーグース ターシャ・テューダー作・絵
内藤里永子訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ 児童読み物 5/2

162 ひつじ郵便局長のひみつ 小手鞠るい作
土田義晴絵金の星社 児童読み物 4/中

163 ＴＨＥ　ＶＥＲＹ　ＨＵＮＧＲＹ　ＢＥＡＲ（仮） ニック・ブランド作・絵
あべ弘士訳クレヨンハウス 児童読み物 4/下

164 しんでくれた 谷川俊太郎詩
塚本やすし絵佼成出版社 児童読み物 4/30

165 りんごの花がさいていた ( どうわがいっぱい ） 森山京作
篠崎三朗絵講談社 児童読み物 4/10

166 モンスター・ホテルでおひさしぶり 柏葉幸子作
高畠純絵小峰書店 児童読み物 4/上

167 がっこうにヤギがきた！ 長谷川知子作・絵新日本出版社 児童読み物 4/中
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168 くま！　くま！　くまだらけ ルース・クラウス文
モーリス・センダック絵　　　　　　　　　　　　石津ちひろ訳徳間書店 児童読み物 4/9

169 チャーリー、ただいま家出中 ヒラリー・マッカイ作
田中六大絵
冨永星訳徳間書店 児童読み物 4/9

170 かまきりと　しましまあおむし 澤口たまみ作
降矢なな絵農山漁村文化協会児童読み物 4/21

171 ゴールデンタイム 稲葉卓也原作・絵
長谷川義史文白泉社 児童読み物 4/11

172 いしをつんだおとこ あきやまただし作・絵ハッピーオウル社児童読み物 4/8

173 ミスターワッフル！ デイヴィッド・ウィーズナー作・絵ＢＬ出版 児童読み物 4/20

174 よかったね、カモのおちびちゃん エヴァ・ムーア文
ナンシー・カーペンター絵ＢＬ出版 児童読み物 4/20

175 大きくなるって　こんなこと！ ルース・クラウス文
ヘレン・オクセンバリー絵評論社 児童読み物 4/下

176 だいすき、でも、ひみつ ( えほんのもり ） 二宮由紀子作
村上康成絵文研出版 児童読み物 4/30

177 へんし～ん　ねずみくん（仮） ( ねずみくんの絵本３１） なかえよしを作
上野紀子絵ポプラ社 児童読み物 4/下

178 季節を食べる春の保存食・行事食 ( いっしょにつくろう！１　全４巻） 濱田美里文
藤田美菜子絵アリス館 児童ノンフィクション4/9

179 ハチ（仮） ( シリーズずかん ） 松本吏樹郎（ﾘｷｵ）監修技術評論社 児童ノンフィクション4/10

180 大草原のノネコ母さん ( たくさんのふしぎ傑作選） 伊澤雅子文
平出衛絵福音館書店 児童ノンフィクション4/1

181 海はもうひとつの宇宙 ( たくさんのふしぎ傑作選） 高頭祥八作・絵福音館書店 児童ノンフィクション4/1

182 水中さつえい大作戦 ( たくさんのふしぎ傑作選） 中川雄三文・写真・絵福音館書店 児童ノンフィクション4/1

183 ごたっ子の田んぼ 西村豊文・写真アリス館 児童ノンフィクション4/20

184 ニワシドリのひみつ　庭師鳥は芸術家 ( ちしきのぽけっと ） 鈴木まもる文・絵岩崎書店 児童ノンフィクション4/

185 文字 ( シリーズずかん ） 八杉佳穂監修 技術評論社 児童ノンフィクション4/14

186 目のしくみ大研究 根木昭監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション4/16

187 草と木で包む ( たくさんのふしぎ傑作選） Ｕ．Ｇ．サトー文・絵
後藤九写真　　　　　　　酒井道一写真福音館書店 児童ノンフィクション4/1

188 なぞのサル　アイアイ ( たくさんのふしぎ傑作選） 島泰三文
笹原富美代絵福音館書店 児童ノンフィクション4/1

189 古くて新しい椅子 ( たくさんのふしぎ傑作選） 中嶋浩郎文
パオラ・ボルドリーニ絵福音館書店 児童ノンフィクション4/1

190 みつけた！ナメクジ（仮） ( ふしぎいっぱい写真絵本２４） 皆越ようせい文・写真ポプラ社 児童ノンフィクション5/上

191 クリオネのしっぽ 長崎夏海著
佐藤真紀子絵講談社 ヤングアダルト4/24

192 京都大学人気講義　サイエンスの発想法 上杉志成著 祥伝社 ヤングアダルト4/25

193 星の羅針盤　サラファーンの星 遠藤文子著 東京創元社 ヤングアダルト4/18

194 中学生のための話し方入門（アナウンサーになろう！）( ＹＡ心の友だちシリーズ） 堤江実著 ＰＨＰ研究所 ヤングアダルト4/1

195 なないろレインボウ ( ｔｅｅｎｓ’　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ３４） 宮下恵茉作
カタノトモコ絵ポプラ社 ヤングアダルト4/上

196 「死」の百科事典 デボラ・ノイス著
千葉茂樹訳
荒俣宏監修あすなろ書房 ヤングアダルト4/下

197 コロボックル絵物語 有川浩作
村上勉絵講談社 ヤングアダルト4/15

198 未来の手紙（仮） ( ＢＯＯＫ　ＷＩＴＨ　ＹＯＵ） 椰月美智子著 光文社 ヤングアダルト4/

199 单極日和　酷寒の地に挑んだ隊員たち 『单極日和』制作班著実業之日本社 ヤングアダルト4/18

200 伝説のエンドーくん ( ＳＵＰＥＲ！ＹＡ ） まはら三桃著 小学館 ヤングアダルト4/9

201 瀬戸内海賊物語 黒田晶著
大森研一原案静山社 ヤングアダルト4/14

202 ペナンブラ氏の２４時間書店 ※２０１３年全米図書館協会アレックス賞受賞作品ロビン・スローン著
辻早苗訳東京創元社 ヤングアダルト4/18

203 戦場のオレンジ エリザベス・レアード作
石谷尚子訳評論社 ヤングアダルト4/下


