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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 一私小説書きの独語 西村賢太著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 6/

2 オロマップ 森林保護官 樋口孝也 吉村龍一著 講談社 日本文芸書 6/19

3 パリ症候群 愛と殺人のレシピ 岸田るり子著 講談社 日本文芸書 6/10

4 埠頭三角暗闇市場 椎名誠著 講談社 日本文芸書 6/30

5 ミドリのミ 吉川トリコ著 講談社 日本文芸書 6/17

6 おれたちの故郷 佐川光晴著 集英社 日本文芸書 6/26

7 日本一の女 斉木香津著 小学館 日本文芸書 6/24

8 流転の細胞 仙川環著 新潮社 日本文芸書 6/20

9 藍のエチュード 里見蘭著 中央公論新社 日本文芸書 6/25

10 太閤の能楽師 奥山景布子著 中央公論新社 日本文芸書 6/25

11 死の天使はドミノを倒す 太田忠司著 文藝春秋 日本文芸書 6/25

12 ボラード病 吉村萬壱著 文藝春秋 日本文芸書 6/11

13 雪の香り 塩田武士著 文藝春秋 日本文芸書 6/9

14 アクアマリンの神殿 海堂尊著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 6/30

15 沙羅沙羅越え 風野真知雄著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 6/2

16 さいとう市立さいとう高校野球部 甲子園でエースしちゃいました あさのあつこ著講談社 日本文芸書 6/10

17 たまもの 小池昌代著 講談社 日本文芸書 6/26

18 売国奴の伝言 高田大介著 講談社 日本文芸書 6/10

19 まるまるの毬 西條奈加著 講談社 日本文芸書 6/24

20 結婚 橋本治著 集英社 日本文芸書 7/4

21 胡蝶殺し 近藤史恵著 小学館 日本文芸書 6/20

22 芥川症 久坂部羊著 新潮社 日本文芸書 6/20

23 金魚鉢の夏 樋口有介著 新潮社 日本文芸書 6/20

24 透明な迷宮 平野啓一郎著 新潮社 日本文芸書 6/30

25 トワイライト・シャッフル 乙川優三郎著 新潮社 日本文芸書 6/20

26 モノクローム 乾ルカ著 新潮社 日本文芸書 6/20

27 あなたも眠れない 山口恵以子著 文藝春秋 日本文芸書 6/下

28 老いの入舞い（ｲﾘﾏｲ） 麹町常楽庵月並の記 松井今朝子著 文藝春秋 日本文芸書 6/12

29 推定脅威 ※ 第２１回松本清張賞受賞作品未須本有生（ミスモトユウキ）著文藝春秋 日本文芸書 6/下

30 やや暴力的に 石原慎太郎著 文藝春秋 日本文芸書 6/30

31 偽恋愛小説家 森晶麿著 朝日新聞出版 日本文芸書 6/20

32 女の子は、明日も。 飛鳥井千砂著 幻冬舎 日本文芸書 6/10

33 新・病葉流れて４ 白川道著 幻冬舎 日本文芸書 6/24

34 ソマリアの海賊 望月諒子著 幻冬舎 日本文芸書 6/24

35 私がデビューしたころ ミステリ作家５１人の始まり( 創立６０周年記念出版) 東京創元社編集部編島田荘司著伊坂幸太郎著東川篤哉ほか著東京創元社 日本文芸書 6/26

36 シルバー・オクトパシー 五條瑛著 徳間書店 日本文芸書 6/11

37 ひかげ旅館へいらっしゃい 加藤元著 早川書房 日本文芸書 6/19

38 冷たい太陽 ( ミステリー・リーグ ) 鯨統一郎著 原書房 日本文芸書 6/10

39 リップステイン 長沢樹著 双葉社 日本文芸書 6/17

40 セブン 乾くるみ著 角川春樹事務所日本文芸書 6/上

41 雨の狩人 大沢在昌著 幻冬舎 日本文芸書 6/24

42 深海の人魚 森村誠一著 幻冬舎 日本文芸書 6/24

43 もしも俺たちが天使なら 伊岡瞬著 幻冬舎 日本文芸書 6/10

44 知の孤島（仮） 小前亮著 光文社 日本文芸書 6/

45 星々たち 桜木紫乃著 实業之日本社 日本文芸書 6/上

46 銀翼のイカロス ( 「半沢直樹」シリーズ４) 池井戸潤著 ダイヤモンド社 日本文芸書 7/

47 帰らずの海 馳星周著 徳間書店 日本文芸書 6/11

48 天の光 葉室麟著 徳間書店 日本文芸書 6/11

49 喝采 ( ハヤカワ・ミステリワールド) 藤田宜永著 早川書房 日本文芸書 6/19

50 詩を書くということ 日常と宇宙と ( １００年インタビュー ) 谷川俊太郎著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 6/9

51 すべての神様の十月（仮） 小路幸也著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 6/20

52 星星の火 福田和代著 双葉社 日本文芸書 6/17

53 二千七百の夏と冬 上 荻原浩著 双葉社 日本文芸書 6/17

54 二千七百の夏と冬 下 荻原浩著 双葉社 日本文芸書 6/17

55 今ごはん、昔ごはん 松井今朝子著 ポプラ社 日本文芸書 6/4

56 初恋料理教室 藤野恵美著 ポプラ社 日本文芸書 6/2
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57 安息の日 余華（ﾕｲﾎｱ）著
飯塚容訳河出書房新社 外国文芸書 6/16

58 北斎と応為 上（仮） キャサリン・ゴヴィエ著
モーゲンスタン陽子訳彩流社 外国文芸書 6/

59 北斎と応為 下（仮） キャサリン・ゴヴィエ著
モーゲンスタン陽子訳彩流社 外国文芸書 6/

60 黄泉の河にて ピーター・マシーセン著
東江一紀訳作品社 外国文芸書 6/下

61 怪奇文学大山脈Ⅰ 西洋近代名作選 １９世紀再興篇( 創立60周年記念出版) 荒俣宏編 東京創元社 外国文芸書 6/26

62 私のもらった文学賞 トーマス・ベルンハルト著
池田信雄訳みすず書房 外国文芸書 6/下

63 アランフェスの麗しき日々 ペーター・ハントケ著
阿部卓也訳論創社 外国文芸書 6/

64 被告人ウィザーズ＆マローン ( 論創海外ミステリ１２４) クレイグ・ライス＆スチュアート・パーマー著
宮澤洋司訳論創社 外国文芸書 6/

65 脳に棲む魔物 スザンナ・キャハラン著澁谷正子訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ 外国文芸書 6/上

66 カッコウの呼び声 上 私立探偵コーモラン・ストライク ロバート・ガルブレイス著池田真紀子訳講談社 外国文芸書 6/26

67 カッコウの呼び声 下 私立探偵コーモラン・ストライク ロバート・ガルブレイス著池田真紀子訳講談社 外国文芸書 6/26

68 夜はやさし 附・『夜はやさし』関連書簡選 Ｆ・スコット・フィッツジェラルド著
森慎一郎訳作品社 外国文芸書 6/下

69 かもめのジョナサン 完全版 リチャード・バック著
五木寛之訳新潮社 外国文芸書 6/30

70 旅のスケッチ トーベ・ヤンソン初期短篇集 トーベ・ヤンソン著
冨原眞弓訳筑摩書房 外国文芸書 6/10

71 忘却の声 上 ※ ウェルカム・トラスト・ブック・プライズ受賞／ＣＷＡゴールド・ダガー賞／バリー賞最優秀新人賞受賞作品   アリス・ラプラント著
玉木亨訳東京創元社 外国文芸書 6/26

72 忘却の声 下 ※ ウェルカム・トラスト・ブック・プライズ受賞／ＣＷＡゴールド・ダガー賞／バリー賞最優秀新人賞受賞作品   アリス・ラプラント著
玉木亨訳東京創元社 外国文芸書 6/26

73 かつては岸 ( エクス・リブリス／本書所収の短篇「そしてわたしたちはここに」２００９年度Ｏ・ヘンリー賞受賞) ポール・ユーン著
藤井光訳白水社 外国文芸書 6/27

74 ローマで消えた女たち ( ハヤカワ・ミステリ ) ドナート・カッリージ著
清水由貴子訳早川書房 外国文芸書 6/5

75 ＳＦ的な宇宙で安全に暮らすっていうこと( 新☆ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ) チャールズ・ユウ著
円城塔訳早川書房 外国文芸書 6/5

76 火曜日の手紙 エレーヌ・グレミヨン著
池畑奈央子訳早川書房 外国文芸書 6/19

77 くらしのくだもの12か月 銀座千疋屋監修朝日新聞出版 くらしの实用書6/20

78 ＰＰバンドで作る かわいいプラかごとバッグ 古木明美著 河出書房新社 くらしの实用書6/20

79 ぽっちゃりさんのための直線縫い服 渡部サト著 河出書房新社 くらしの实用書6/20

80 葬儀前と葬儀後にやることがやさしくわかる本 吉川美津子著 秀和システム くらしの实用書6/25

81 つまみ 飛田和緒著 主婦と生活社 くらしの实用書6/27

82 酵素いきいき生甘酒 是友麻希著 主婦の友社 くらしの实用書6/25

83 もっと使える絶品マリネ 坂田阿希子著 家の光協会 くらしの实用書6/26

84 男のええ加減料理 ６０歳からの超入門書( 講談社のお料理ＢＯＯＫ) 石蔵文信著 講談社 くらしの实用書6/12

85 「うちの子」を世界一かわいく撮る本 ( 生活シリーズ ) 三原由宇著 主婦と生活社 くらしの实用書6/18

86 クライ・ムキのはじめてぬう、かっぽう着とエプロン クライ・ムキ著 主婦の友社 くらしの实用書6/14

87 冷凍保存のきほん 牧野直子著 主婦の友社 くらしの实用書6/10

88 台所道具を一生ものにする手入れ術 日野明子著 誠文堂新光社 くらしの实用書6/

89 親子で作る自然素材のかんたん雑貨＆おもちゃ（仮） まちとこ編
光橋翠監修日東書院本社 くらしの实用書6/

90 ひんやりさっぱり夏レシピ 村井りんご著 文化出版局 くらしの实用書6/

91 巻いて巻いて どんどん巻いて！ ライスペーパー、小麦粉の皮、野菜、肉、パン、のりで。今泉久美著 文化出版局 くらしの实用書6/

92 思考をみがく経済学１ 飯田泰之著 ＮＨＫ出版 ビジネス・くらしの経済6/27

93 子どもを産んでも仕事で活躍し続けたい女性のための４８のルール堂薗稚子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ビジネス・くらしの経済6/

94 ＳＮＳで農業革命 ( 碩学舎ビジネス双書) 蓮見喜昭著 中央経済社（発売）／碩学舎（発行）ビジネス・くらしの経済7/10

95 小商いのはじめかた 伊藤洋志監修 東京書籍 ビジネス・くらしの経済6/27

96 なぜ人は、「働かないオジサン」になるのか？ 楠木新著 東洋経済新報社ビジネス・くらしの経済6/26
97 アダム・スミスとその時代 ( 米ニューヨーカー誌Ｃｒｉｔｉｃｓ　Favorite　Book　of　2010) ニコラス・フィリップソン著
永井大輔訳白水社 ビジネス・くらしの経済6/26
98 企業のための外国人雇用实務ガイド 佐藤正巳著 法研 ビジネス・くらしの経済6/0

99 育ててみたい美しいスイレン 加藤宣幸著 家の光協会 すまいと住宅6/26

100 家づくりの解剖図鑑 大島健二著 エクスナレッジ すまいと住宅6/20

101 ＤＩＹで作る基本のナチュラル家具 ( 私のカントリー別冊 ) 主婦と生活社 すまいと住宅6/30

102 最高の住まいをつくる「リフォーム」の教科書（仮）( ＰＨＰビジュアル实用ＢＯＯＫＳ) 佐川旭著 ＰＨＰ研究所 すまいと住宅6/18

103 つくる・育てる・飾る！ 超ミニ盆栽 岩井輝紀著 ブティック社 すまいと住宅6/10

104 発達障害と生きる どうしても「うまくいかない」人たち( こころライブラリー ) 岩波明著 講談社 健康と家庭の医学6/5

105 産後つらくなったら読む本（仮） やまがたてるえ著
ほりみき画合同出版 健康と家庭の医学6/

106 驚きの「和光病院式認知症ケア」实践ハンドブック 和光病院看護部著小学館 健康と家庭の医学6/3

107 いちばんわかりやすい漢方の基本講座 佐藤弘監修 成美堂出版 健康と家庭の医学6/20

108 スーパー図解 パーキンソン病 村田美穂監修 法研 健康と家庭の医学6/1

109 保育現場の「深刻事故」対応ハンドブック 山中龍宏著
寺町東子ほか著ぎょうせい 教育と福祉 6/

110 新聞紙とガムテープでこんなのつくれた 親子で自由研究 関口光太郎著 講談社 教育と福祉 7/3

111 大人はどうして働くの？ 宮本恵理子著 日経ＢＰマーケティング教育と福祉 7/2

112 後悔しない高齢者施設・住宅の選び方 岡本典子著 日本实業出版社教育と福祉 6/18
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113 いま考えておきたい 人生の終い方 樋口恵子編 ミネルヴァ書房 教育と福祉 6/

114 超訳 特定秘密保護法 明日の自由を守る若手弁護士の会著岩波書店 くらしの法律 6/5

115 教会領長崎 イエズス会と日本 ( 講談社選書メチエ ) 安野眞幸著 講談社 歴史と紀行 6/10

116 大人の探検 古墳 大塚初重監修 实業之日本社 歴史と紀行 6/

117 ちいさな城下町 安西水丸著 文藝春秋 歴史と紀行 6/

118 富士山中腹さんぽ 鈴木渉著 ポプラ社 歴史と紀行 6/23

119 「言海」を読む ことばの海と明治の日本語 今野真二著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本の文化 6/23

120 ウナギと日本人 筒井功著 河出書房新社 日本の文化 6/10

121 国語は好きですか 外山滋比古著 大修館書店 日本の文化 6/

122 妖怪図譜 ( 別冊太陽　日本のこころ２１９) 安村敏信監修 平凡社 日本の文化 6/

123 日本史を学ぶための〈古代の暦〉入門 細井浩志著 吉川弘文館 日本の文化 6/15

124 奇妙なアメリカ 神と正義のミュージアム( 新潮選書 ) 矢口祐人著 新潮社 世界の文化 6/27

125 ジャガイモの歴史 ( 「食」の図書館 ) アンドルー・Ｆ・スミス著
竹田円訳原書房 世界の文化 6/

126 官房長官 側近の政治学 ( 朝日選書９２１ ) 星浩著 朝日新聞出版 現代社会 6/10

127 負けない日本企業 アジアで見つけた復活の鍵( 現代新書ピース ) 江上剛著 講談社 現代社会 6/18

128 三陸鉄道 情熱復活物語 品川雅彦著
オガサワラユウダイイラスト三省堂 現代社会 6/

129 認知症とわたしたち 朝日新聞取材班編朝日新聞出版 現代社会 6/20

130 「日中韓」外交戦争 日本が直面する「いまそこにある危機」 読売新聞政治部著新潮社 現代社会 6/18

131 地下に潜む次の脅威 ( ＮＨＫスペシャルＭＥＧＡＱＵＡＫＥⅢ　巨大地震) ＮＨＫ取材班著新日本出版社 現代社会 6/18

132 仮想通貨革命 ビットコインは始まりにすぎない 野口悠紀雄著 ダイヤモンド社 現代社会 6/5

133 フードトラップ マイケル・モス著
本間徳子訳日経ＢＰマーケティング現代社会 6/4

134 紙つなげ！ 日本製紙石巻工場の１８７日間( ハヤカワ・ノンフィクション) 佐々涼子著 早川書房 現代社会 6/19

135 料理と科学のおいしい出会い ( ＤＯＪＩＮ選書 ) 石川伸一著 化学同人 サイエンス 6/5

136 弱者の戦略 ( 新潮選書 ) 稲垣栄洋著 新潮社 サイエンス 6/27

137 Xはたの（も）しい 魚から無限まで、数学再発見の旅( ハヤカワ・ポピュラー・サイエンス) スティーヴン・ストロガッツ著
冨永星訳早川書房 サイエンス 6/19

138 ねずみに支配された島 ウィリアム・ソウルゼンバーグ著
野中香方子訳文藝春秋 サイエンス 6/

139 鉱物ハンティングガイド 松原聰著 丸善出版 サイエンス 6/

140 記号創発ロボティクス 知能のメカニズム入門( 講談社選書メチエ ) 谷口忠大著 講談社 テクノロジー 6/10

141 絶対わかる！無線ＬＡＮ超入門 ( 日経ＢＰムック ) 日経ＢＰマーケティングテクノロジー 6/18

142 楽譜でわかる！ クラシック音楽の歴史 広瀬大介著 音楽之友社 芸術・スポーツ6/20

143 山のことば辞典 豊田和弘著 河出書房新社 芸術・スポーツ6/18

144 俺の喉は一声千両 天才浪曲師・桃中軒雲右衛門 岡本和明著 新潮社 芸術・スポーツ6/26

145 もっと知りたいガウディ 生涯と作品 入江正之著 東京美術 芸術・スポーツ6/27

146 作詞のための８の極意 ヤマハミュージックメディア芸術・スポーツ6/

147 絵本ワークショップ ( 絵本学講座４　全４巻) 中川素子編 朝倉書店 ライブラリアン6/5

148 学校司書って、こんな仕事 学校図書館問題研究会編著かもがわ出版 ライブラリアン6/

149 学芸員のための展示照明ハンドブック 藤原工著 講談社 ライブラリアン6/24

150 図鑑大好き！ あなたの散歩を１０倍楽しくする図鑑の話 千葉県立中央博物館監修
斉木健一編著
土屋健編著彩流社 ライブラリアン6/25

151 書物変身譚 今福龍太著 新潮社 ライブラリアン6/30

152 ひみつの王国 評伝 石井桃子 尾崎真理子著 新潮社 ライブラリアン6/30

153 子どもを本嫌いにしない本 赤木かん子著 大修館書店 ライブラリアン6/

154 未来のだるまちゃんへ かこさとし著 文藝春秋 ライブラリアン6/23

155 妖怪交通安全 広瀬克也作・絵絵本館 児童読み物 6/上

156 レンタルおばけのレストラン 宮本えつよし作
スギヤマカナヨ絵教育画劇 児童読み物 6/上

157 ふしぎなともだち たじまゆきひこ作・絵くもん出版 児童読み物 6/15

158 おばけぼうやのかいすいよく わたなべゆういち作・絵佼成出版社 児童読み物 6/30

159 くらいところからやってくる 前川知大作
小林系絵講談社 児童読み物 7/3

160 はりねずみのルーチカ ふしぎなトラム( わくわくライブラリー ) かんのゆうこ作
北見葉胡絵講談社 児童読み物 6/17

161 ようちえんの おひめさま ( 講談社の創作絵本 ) 種村有希子作・絵講談社 児童読み物 6/11

162 ふしぎな かばんやさん ( ひまわりえほんシリーズ) もとしたいづみ作
田中六大絵鈴木出版 児童読み物 6/9

163 くろねこさん しろねこさん 得田之久文
和歌山静子絵童心社 児童読み物 6/

164 宇宙りょこうへ でかけるえほん 斎藤紀男監修
てづかあけみ絵パイインターナショナル児童読み物 7/上

165 くれない月のなぞ ( ラビントットと空の魚３) 越智典子作
にしざかひろみ絵福音館書店 児童読み物 6/18

166 ピンクだいすき！ ( 世界傑作絵本シリーズ) ピレット・ラウド文・絵
まえざわあきえ訳福音館書店 児童読み物 6/11

167 ほしをもったひめ セルビアのむかしばなし( 日本傑作絵本シリーズ) 八百板洋子文
小沢さかえ絵福音館書店 児童読み物 6/11
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168 セッセとヨッコラ ヒョゴーどうくつのたんけん 高畠那生作・絵フレーベル館 児童読み物 6/

169 さよなら宇宙人 ( ものがたりの庭１ ) 高科正信作
荒井良二絵フレーベル館 児童読み物 7/上

170 北加伊道（ﾎｯｶｲﾄﾞｳ） 松浦武四郎のエゾ地探検( ポプラ社の絵本２７ ) 関屋敏隆文・型染め版画ポプラ社 児童読み物 6/上

171 ヨナタンは名たんてい
デイヴィッド・
グロスマン文

光村教育図書 児童読み物 6/30

172 虫のお知らせ おのりえん作
秋山あゆ子絵理論社 児童読み物 6/中

173 さあ、はこをあけますよ！ ドロシー・クンハート作・絵
ふしみみさを訳岩波書店 児童読み物 6/13

174 うみの１００かいだてのいえ いわいとしお作・絵偕成社 児童読み物 6/26

175 わらうほし 荒井良二作・絵学研マーケティング児童読み物 6/3

176 うそ 中川ひろたか作
ミロコマチコ絵金の星社 児童読み物 6/下

177 マンモスのかいかた（仮） カンタン・グレバン作・絵片桐仁訳クレヨンハウス 児童読み物 6/下

178 クジラにあいたいときは ( 講談社の翻訳絵本 ) ジュリー・フォグリアーノ作
エリン．Ｅ・ステッド絵
金原瑞人訳講談社 児童読み物 6/26

179 職員室の日曜日 ( わくわくライブラリー ) 村上しいこ作
田中六大絵講談社 児童読み物 6/12

180 ちいさなタグはおおいそがし ( 講談社の翻訳絵本 ) スティーヴン・サヴェッジ作・絵
さくまゆみこ訳講談社 児童読み物 6/26

181 ブルーとオレンジ ( 文学の扉 ) 福田隆浩著 講談社 児童読み物 7/1

182 ペンダーウイックの四姉妹 夏の魔法※ 全米図書賞受賞作品 ジーン・バードソール作
代田亜香子訳小峰書店 児童読み物 6/下

183 ワカンネークエスト 中松まるは作
北沢夕芸絵童心社 児童読み物 6/下

184 ちびのミイがやってきた！ ( ミイのおはなしえほん) トーベ・ヤンソン原作
リラ＆サミ・カールラ文・絵
もりしたけいこ訳徳間書店 児童読み物 6/18

185 ぼくたち けっこう すごいかも ( くわくわとかぶかぶのおはなし) いとうひろし作・絵徳間書店 児童読み物 6/11

186 しゅくだいさかあがり ( とっておきのどうわ ) 福田岩緒作・絵ＰＨＰ研究所 児童読み物 6/3

187 ハカバ・トラベルえいぎょうちゅう ( おはなしいちばん星５) 柏葉幸子作
たごもりのりこ絵ＢＬ出版 児童読み物 6/15

188 しーっ！ ひみつのさくせん クリス・ホートン作・絵
木坂涼訳ＢＬ出版 児童読み物 6/20

189 ちっちゃなトラックレッドくんとピンクちゃん みやにしたつや作・絵ひさかたチャイルド児童読み物 6/16

190 ゴールデンドリーム 果てしなき砂漠を越えて ロイド・アリグザンダー作
宮下嶺夫訳評論社 児童読み物 6/20

191 うなぎのうーちゃん だいぼうけん ( 福音館の科学シリーズ) くろきまり文
すがいひでかず絵福音館書店 児童読み物 6/18

192 おっとあぶない かわのなか ( 日本傑作絵本シリーズ) きむらゆういち文
みやにしたつや絵福音館書店 児童読み物 6/18

193 そうちゃんはおこってるんだもん ( 日本傑作絵本シリーズ) 筒井頼子文
渡辺洋二絵福音館書店 児童読み物 6/11

194 たいくつなトラ ( ランドセルブックス ) しまむらゆうこ文
たるいしまこ絵福音館書店 児童読み物 6/4

195 だるまちゃんとやまんめちゃん ( こどものとも絵本 ) 加古里子作・絵福音館書店 児童読み物 6/4

196 へいわって すてきだね 安里有生詩
長谷川義史絵ブロンズ新社 児童読み物 6/中

197 図書室のふしぎな出会い ( 文研じゅべにーる ) 小原麻由美作
こぐれけんじろう絵文研出版 児童読み物 6/30

198 エリックカールとおともだち きみのいちばんすきなどうぶつなあに（仮）( ポプラせかいの絵本４１) エリック・カールほか作・絵
細江幸世訳ポプラ社 児童読み物 6/中

199 とんだ、とべた、また とべた！ ( 本はともだち１ ) 森山京作
黒井健絵ポプラ社 児童読み物 6/中

200 おばけ、がっこうへいく ジャック・デュケノワ作・絵
おおさわあきら訳ほるぷ出版 児童読み物 6/中

201 宇宙がっこう 的川泰宣著 朝日新聞出版 児童ノンフィクション7/上

202 季節をたべる夏の保存食・行事食 ( いっしょにつくろう！ ) 濱田美里著
藤田美菜子絵アリス館 児童ノンフィクション6/中

203 親子でわかる！ニッポンの大問題 ＮＨＫ「週刊ニュース深読み」プロジェクト編ＮＨＫ出版 児童ノンフィクション6/27

204 こども生物図鑑 デイヴィッド・バーニー編
スミソニアン協会監修河出書房新社 児童ノンフィクション6/25

205 あそびずかん なつのまき ( 全４巻 ) かこさとし文・絵小峰書店 児童ノンフィクション6/

206 写真で知る！びっくり世界一 パイインターナショナル児童ノンフィクション6/

207 写真で知る！びっくり日本一 パイインターナショナル児童ノンフィクション6/

208 あれあれ？そっくり！（仮） 今森光彦文・写真ブロンズ新社 児童ノンフィクション6/中

209 生きもの つかまえたら どうする？
秋山幸也文
松橋利光写
真こばようこ

偕成社 児童ノンフィクション6/下

210 生きものラボ！なぜだろう！？子どもにできるおもしろ生物实験 蝦名元著 講談社 児童ノンフィクション7/7

211 わたしたちはいのちの守人 三人の看護師・助産師の現場( 世の中への扉 ) 岩貞るみこ著 講談社 児童ノンフィクション6/26

212 大研究 カイコ図鑑 横山岳監修 国土社 児童ノンフィクション6/中

213 信じられない現实の大図鑑 ドーリング・キンダースリー編著
増田まもる監訳東京書籍 児童ノンフィクション6/20

214 はじめての哲学 賢者たちは何を考えたのか？ 竹田青嗣著 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション6/24

215 町家えほん ( たのしいちしきえほん) 山口珠瑛作・絵
松井薫監修ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション6/24

216 育てて、発見！「ゴーヤー」 ( 福音館の科学シリーズ) 真木文絵文
石倉ヒロユキ写真・絵福音館書店 児童ノンフィクション6/18

217 ダーウィンが見たもの ( 福音館の科学シリーズ) ミック・マニング作
ブリタ・グランストローム作
渡辺政隆訳福音館書店 児童ノンフィクション6/11

218 「がんばらない」人生相談 ( １４歳の世渡り術 ) ひろさちや著 河出書房新社 ヤングアダルト6/20

219 母さんが消えた夏 ( 文学の扉 ) キャロライン・アダーソン著
田中奈津子訳講談社 ヤングアダルト6/25

220 ぼくはプロ・ナチュラリスト 「自然へのとびら」をひらく仕事 佐々木洋著 旬報社 ヤングアダルト6/下
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221 編集者になろう！ 大沢昇著 青弓社 ヤングアダルト6/10

222 もっと知りたい！「科学の芽」の世界 ＰＡＲＴ４ 永田恭介監修
「科学の芽」賞实行委員会編丸善出版（発売）／筑波大学出版会（発行）ヤングアダルト7/上

223 じぶんリセット ( １４歳の世渡り術 ) 小山薫堂著 河出書房新社 ヤングアダルト6/25

224 ロボコン イケてない僕らのイカした特別授業 ニール・バスコム著
松本剛史訳集英社 ヤングアダルト6/26

225 はじまりのとき ( 海外児童文学 ) タィン＝ハ・ライ作・絵
代田亜香子訳鈴木出版 ヤングアダルト6/13

226 アーデン城の宝物
Ｅ・ネズビット
著

東京創元社 ヤングアダルト6/19

227 歴史を変えた１００の大発見 数学 冨永星著 丸善出版 ヤングアダルト6/


