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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 猫踏んぢゃった俳句 村松友視著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 7/23

2 男一代之改革 青木淳悟著 河出書房新社 日本文芸書 7/10

3 御子を抱く 石持浅海著 河出書房新社 日本文芸書 7/22

4 産む、産まない、産めない 甘糟りり子著 講談社 日本文芸書 7/30

5 殺人出産 村田沙耶香著 講談社 日本文芸書 7/15

6 探偵工女　富岡製糸場の密室 翔田寛著 講談社 日本文芸書 8/4

7 蜂に魅かれた容疑者　警視庁総務部動植物管理係 大倉崇裕著 講談社 日本文芸書 7/10

8 未闘病記　膠原病、「混合性結合組織病」の 笙野頼子著 講談社 日本文芸書 7/30

9 ラブコメの法則 東山彰良著 集英社 日本文芸書 8/5

10 徘徊タクシー 坂口恭平著 新潮社 日本文芸書 7/31

11 ライオット・パーティーへようこそ 水沢秋生著 新潮社 日本文芸書 7/22

12 考えるマナー 三浦しをん著/赤瀬川原平著/井上荒野著　　　　　　　　　　　津村記久子著中央公論新社 日本文芸書 7/25

13 黄金の烏（キンノカラス） ( 烏に単は似合わないシリーズ) 阿部智里著 文藝春秋 日本文芸書 7/下

14 きみは赤ちゃん 川上未映子著 文藝春秋 日本文芸書 7/上

15 クロノ・モザイク 二階堂黎人著 文藝春秋 日本文芸書 7/2

16 遺譜　浅見光彦最後の事件　上 内田康夫著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 7/31

17 遺譜　浅見光彦最後の事件　下 内田康夫著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 7/31

18 昨日見た夢　口入れ屋おふく 宇江佐真理著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 7/30

19 敗者たちの季節 あさのあつこ著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 7/25

20 春遠からじ 北原亞以子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 7/25

21 Ａ（エー） 中村文則著 河出書房新社 日本文芸書 7/22

22 どろにやいと ( 芥川賞候補作品 ) 戌井昭人著 講談社 日本文芸書 7/25

23 ナイト＆シャドウ 柳広司著 講談社 日本文芸書 7/8

24 水底の棘　法医昆虫学捜査官３ 川瀬七緒著 講談社 日本文芸書 7/17

25 闇に香る嘘 ( 江戸川乱歩賞受賞作品 ) 下村敦史著 講談社 日本文芸書 8/5

26 吾輩ハ猫ニナル ( 群像新人賞受賞作品 ) 横山悠太著 講談社 日本文芸書 7/15

27 怪談 小池真理子著 集英社 日本文芸書 7/25

28 修羅走る　関ヶ原 山本兼一著 集英社 日本文芸書 7/25

29 天に星　地に花 帚木蓬生著 集英社 日本文芸書 8/5

30 マダム・キュリーと朝食を ※ 芥川賞候補作品／第２７回三島由紀夫賞候補作品小林エリカ著 集英社 日本文芸書 7/14

31 アンダーカバー 真保裕一著 小学館 日本文芸書 7/1

32 小森谷くんが決めたこと 中村航著 小学館 日本文芸書 7/30

33 弾正星（ダンジョウボシ） 花村萬月著 小学館 日本文芸書 7/25

34 悟浄出立 万城目学著 新潮社 日本文芸書 7/22

35 すえずえ　 ( しゃばけシリーズ１３) 畠中恵著 新潮社 日本文芸書 7/31

36 非写真 高橋克彦著 新潮社 日本文芸書 7/22

37 メタモルフォシス ( 芥川賞候補作品 ) 羽田圭介著 新潮社 日本文芸書 7/31

38 疒の歌 西村賢太著 新潮社 日本文芸書 7/31

39 勁草の人 高杉良著 文藝春秋 日本文芸書 7/上

40 憎悪のパレード　 ( 池袋ウエストゲートパーク１１) 石田衣良著 文藝春秋 日本文芸書 7/1

41 春の庭 ( 芥川賞候補作品 ) 柴崎友香著 文藝春秋 日本文芸書 7/下

42 魔法使いと刑事たちの夏 ( 魔法使いシリーズ ) 東川篤哉著 文藝春秋 日本文芸書 7/下

43 幕末まらそん侍 土橋章宏著 角川春樹事務所 日本文芸書 7/中

44 松姫はゆく 仁志耕一郎著 角川春樹事務所 日本文芸書 7/上

45 敬語で旅する四人の男 麻宮ゆり子著 光文社 日本文芸書 7/上

46 芸者でＧＯ！ 山本幸久著 実業之日本社 日本文芸書 7/上

47 ぱりぱり 瀧羽麻子著 実業之日本社 日本文芸書 7/上

48 遊佐家の四週間 朝倉かすみ著 祥伝社 日本文芸書 7/下

49 今だけのあの子 ( ミステリ・フロンティア) 芦沢央著 東京創元社 日本文芸書 7/28

50 シャーリー・ホームズと緋色の憂鬱 ( ハヤカワミステリワールド) 高殿円著 早川書房 日本文芸書 7/24

51 それは甘くないかなあ、森くん。 小野寺史宜著 ポプラ社 日本文芸書 7/2

52 還暦からの電脳事始（仮） 高橋源一郎著 毎日新聞社 日本文芸書 7/下

53 明日の子供たち 有川浩著 幻冬舎 日本文芸書 7/

54 ギフテッド 山田宗樹著 幻冬舎 日本文芸書 7/

55 山女日記 湊かなえ著 幻冬舎 日本文芸書 7/8

56 つばき 山本一力著 光文社 日本文芸書 7/

57 場違いな男　警察庁情報分析支援第二室〈裏店〉 遠藤武文著 光文社 日本文芸書 7/

58 許されざるもの（仮） 樋口明雄著 光文社 日本文芸書 7/
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59 ゆるやかな生き方 五木寛之著 実業之日本社 日本文芸書 7/上

60 ビタースイートワルツ 小路幸也著 実業之日本社 日本文芸書 7/上

61 太陽がもったいない 山崎ナオコーラ著 筑摩書房 日本文芸書 7/1

62 失踪都市　所轄魂 笹本稜平著 徳間書店 日本文芸書 7/9

63 野望の憑依者（ヨリマシ） 伊東潤著 徳間書店 日本文芸書 7/9

64 翼、ふたたび 江上剛著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 7/22

65 棟居刑事の永遠の狩人 ( 棟居刑事シリーズ ) 森村誠一著 双葉社 日本文芸書 7/15

66 楽園（仮） 朱川湊人著 双葉社 日本文芸書 7/15

67 狼少女たちの聖ルーシー寮 カレン・ラッセル著/松田青子訳河出書房新社 外国文芸書 7/10

68 乳しぼり娘とゴミの丘のおとぎ噺 ラティフェ・テキン著/宮下遼訳河出書房新社 外国文芸書 7/15

69 特捜部Ｑ　　ー知りすぎたマルコー ユッシ・エーズラ・オールスン著/吉田薫訳早川書房 外国文芸書 7/

70 五枚目のエース ( ヴィンテージ・ミステリ) スチュアート・パーマー著/三浦玲子訳原書房 外国文芸書 7/10

71 セルマに捧げる歌 カート・ヴォネガット著/大森望訳河出書房新社 外国文芸書 7/25

72 月の部屋で会いましょう ※ 創元海外ＳＦ叢書/２００１年フィリップ・Ｋ・ディック賞候補作品) レイ・ヴクサヴィッチ著/岸本佐知子ほか訳東京創元社 外国文芸書 7/10

73 ハリー・クバート事件　上 ジョエル・ディケール著/橘明美訳東京創元社 外国文芸書 7/28

74 ハリー・クバート事件　下 ジョエル・ディケール著/橘明美訳東京創元社 外国文芸書 7/28

75 北京から来た男　上 ヘニング・マンケル著/柳沢由実子訳東京創元社 外国文芸書 7/18

76 北京から来た男　下 ヘニング・マンケル著/柳沢由実子訳東京創元社 外国文芸書 7/18

77 プリティ・モンスターズ ケリー・リンク著/柴田元幸訳早川書房 外国文芸書 7/

78 莫言傑作中短編集　疫病神 ( 講談社 ) 莫言（モー・イエン）著/立松昇一訳勉誠出版 外国文芸書 7/

79 江戸おかず　１２ヵ月のレシピ　季節を味わい体が喜ぶ( 講談社のお料理ＢＯＯＫ) 車浮代著 講談社 くらしの実用書7/15

80 家で作れる　本格中国料理 波多野亮子著 主婦と生活社 くらしの実用書7/4

81 実家のかたづけ　はじめました。 堀口祐子著/北條貴美子監修誠文堂新光社 くらしの実用書7/11

82 オン・オフ使える大人のソーイング 日本ヴォーグ社 くらしの実用書7/31

83 揚げるチップス、焼くチップス　野菜＆フルーツ（仮） 藤田承紀著 文化出版局 くらしの実用書7/下

84 きちんと、野菜の小鉢 久保香菜子著 河出書房新社 くらしの実用書7/10

85 子ども定食 笠原将弘著 柴田書店 くらしの実用書7/24

86 紙袋おりがみ 主婦の友社編 主婦の友社 くらしの実用書7/18

87 スタミナおかず 多賀正子著 主婦の友社 くらしの実用書7/18

88 林ことみの刺し子ノート 林ことみ著 筑摩書房 くらしの実用書7/22

89 揚げもの 有元葉子著 東京書籍 くらしの実用書7/18

90 冷蔵庫　トクする超片づけ術（仮） 島本美由紀著 双葉社 くらしの実用書7/1

91 買い物依存症ＯＬの　借金返済・貯蓄実践ノート 西村優里著 合同出版 ビジネス・くらしの経済7/上

92 私と夫の失業日記 神田理恵著 同友館 ビジネス・くらしの経済7/

93 武器としての経済学
ウリ・ニーズィー著
/ジョン・リスト著

東洋経済新報社 ビジネス・くらしの経済7/31

94 簡単木工家具ＳＴＹＬＥ ( 私のカントリー別冊 ) 主婦と生活社 すまいと住宅7/31

95 露地を彩る蹲踞大全　つくばいの作法を網羅した決定版 吉河功監修 誠文堂新光社 すまいと住宅7/11

96 都市で生まれ変わる建築（仮） 野村和宣著 日刊工業新聞社 すまいと住宅7/24
97 ウッドデッキ＆テラス実例集 ( ブティック・ムック１１６８) ブティック社 すまいと住宅7/29
98 糖尿病　あなたに合った治療 ( 別冊ＮＨＫきょうの健康) 門脇孝総監修/ＮＨＫ出版編ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学7/17

99 今日からはじめる心臓リハビリ ( 健康ライブラリーイラスト版) 長山雅俊監修 講談社 健康と家庭の医学7/15

100 線維筋痛症がよくわかる本 ( 健康ライブラリーイラスト版) 岡寛監修/線維筋痛症友の会監修講談社 健康と家庭の医学7/10

101 新版　帯状疱疹・単純ヘルペスがわかる本 本田まりこ著 法研 健康と家庭の医学7/1

102 いじめない力、いじめられない力 品川裕香著 岩崎書店 教育と福祉 7/16

103 世界一しあわせな子育て クリスティン・グロスロー著/和田知代訳柏書房 教育と福祉 7/10

104 豊かな感性を育むクラフト図鑑 福井若惠 かもがわ出版 教育と福祉 7/中

105 ＬＧＢＴって何？（仮） ＲｅＢｉｔ編/藥師実芳、笹原千奈未、古堂達也、小川奈津己著合同出版 教育と福祉 7/中

106 赤ちゃんの心と出会う 仁志田博司著 小学館 教育と福祉 7/9

107 行事あそび大作戦！ ( ＰｒｉＰｒｉブックス ) ケロポンズ著/藤本ともひこ著世界文化社 教育と福祉 7/10

108 老いの話題事典 石上昭人監修/中野展子文・構成東京堂出版 教育と福祉 7/25

109 地区防災計画制度入門 西澤雅道著/筒井智士著ＮＴＴ出版 くらしの法律 7/10

110 自転車事故の法律相談 ( 法律相談シリーズ ) 岸郁子編著/高木宏行編著学陽書房 くらしの法律 7/18

111 みんなでつくる子ども・子育て支援新制度( ＮＨＫ出版 ) 前田正子著 ミネルヴァ書房 くらしの法律 7/

112 インテリジェンス１９４１ 山崎啓明著 ＮＨＫ出版 歴史と紀行 7/22

113 コダクローム・フィルムで見る　ハートマウンテン日系人強制収容所 ビル・マンボ写真/エリック・Ｌ・ミュラー編紀伊国屋書店 歴史と紀行 7/上

114 日本の寺　完全名鑑 ( 廣済堂ベストムック ) 廣済堂出版 歴史と紀行 7/下

115 源実朝　「東国の王権」を夢見た将軍 ( 講談社選書メチエ ) 坂井孝一著 講談社 歴史と紀行 7/10

116 昭和時代　戦前・戦中期 読売新聞昭和時代プロジェクト著中央公論新社 歴史と紀行 7/10
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117 弾丸列車計画（仮）　門外不出の資料で読み解く、新幹線誕生記( 双葉社スーパームック) 双葉社 歴史と紀行 7/22

118 画家と戦争　 ( 別冊太陽　日本のこころ２２０) 河田明久監修 平凡社 歴史と紀行 7/25

119 戦争に隠された「震度７」　1944東南海地震・1945三河地震 木村玲欧著 吉川弘文館 歴史と紀行 7/15

120 マラソンと日本人 ( 朝日選書 ) 武田薫著 朝日新聞出版 日本の文化 8/8

121 日本の霊山読み解き事典（仮） 西海賢二編著
時枝務編著
久野俊彦編著柏書房 日本の文化 7/

122 明治・大正・昭和　駅弁ラベル大図鑑 羽島知之著 国書刊行会 日本の文化 7/20

123 大人の探検　奇祭 杉岡幸徳著 実業之日本社 日本の文化 7/1

124 白菊－Ｓｈｉｒａｇｉｋｕ－ ※ ノンフィクション大賞佳作賞作品山崎まゆみ著 小学館 日本の文化 7/17

125 はじめての土偶 武藤康弘監修/譽田亜紀子文世界文化社 日本の文化 7/19

126 犬たちの明治維新（仮）　ポチの誕生 仁科邦男著 草思社 日本の文化 7/下

127 「肌色」の憂鬱　近代日本の人種体験 ( 中公叢書 ) 眞嶋亜有著 中央公論新社 日本の文化 7/10

128 ４７都道府県・地鶏百科 成瀬宇平著/横山次郎著丸善出版 日本の文化 7/

129 声の世界を旅する ( オルフェ・ライブラリー) 増野亜子著 音楽之友社 世界の文化 7/8

130 図説ブルボン王朝 ( ふくろうの本／世界の歴史) 長谷川輝夫著 河出書房新社 世界の文化 7/15

131 処女神　少女が神になるとき 植島啓司著 集英社 世界の文化 7/25

132 ひねくれ古典『列子』を読む ( 新潮選書 ) 円満字二郎著 新潮社 世界の文化 7/23

133 スープの歴史 ( 「食」の図書館 ) ジャネット・クラークソン著/富永佐知子訳原書房 世界の文化 7/23

134 居住福祉社会へ　「老い」から住まいを考える 早川和男著 岩波書店 現代社会 7/25

135 プロメテウスの罠７ 朝日新聞特別報道部著学研マーケティング現代社会 7/29

136 角川インターネット講座４　ネットが生んだ文化 川上量生監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 現代社会 10/

137 「地震予知」の幻想 黒沢大陸著 新潮社 現代社会 7/18

138 パーソナルデータ利活用のための教科書（仮） 小林慎太郎著 日経ＢＰマーケティング現代社会 8/4

139 集団的自衛権の何が問題か　憲法解釈批判
奥平康弘編/山口
二郎編

岩波書店 現代社会 7/30

140 ほどけゆくアメリカ　黄昏の国家から新しい歴史が生まれる ジョージ・パッカー著/須川綾子訳ＮＨＫ出版 現代社会 7/30

141 被災鉄道　復興への道 芦原伸著 講談社 現代社会 7/14

142 人生を棒に振るスマホ・ネットトラブル（仮） 久保田裕著/小梶さとみ著双葉社 現代社会 7/15

143 サイボーグ昆虫、フェロモンを追う ( 岩波科学ライブラリー) 神﨑亮平著 岩波書店 サイエンス 7/29

144 無－すべてを知るためには「無」を理解しなければならない（仮）
ジェレミー・ウェッブ
編/水谷淳訳

ＳＢクリエイティブサイエンス 7/下

145 「サル化」する人間社会 ( 知のトレッキング叢書) 山極寿一著 集英社 サイエンス 7/25

146 化石観察入門 芝原暁彦著 誠文堂新光社 サイエンス 7/15

147 シーラカンスの謎　陸上生物の遺伝子を持つ魚
安部義孝著/岩田
雅光著

誠文堂新光社 サイエンス 7/11

148 地下資源の科学 ( おもしろサイエンス ) 西川有司著 日刊工業新聞社 サイエンス 7/24

149 立花隆の宇宙教室 立花隆著/岩田陽子著日本実業出版社 サイエンス 7/4

150 あなたのなかの宇宙　生物の体に記された宇宙全史( ハヤカワ・ポピュラー・サイエンス)
ニール・シュービン
著/吉田三知世訳

早川書房 サイエンス 7/22

151 脳科学は人格を変えられるか？
エレーヌ・フォック
ス著/森内薫訳

文藝春秋 サイエンス 7/下

152 知って納得！　機械のしくみ 日本機械学会編/森下信著朝倉書店 テクノロジー 7/10

153 ゼロから始める　暮らしに生かす再生可能エネルギー入門 田中充著/白井信雄著家の光協会 テクノロジー 7/28

154 トコトンやさしい　発電・送電の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 福田遵著 日刊工業新聞社 テクノロジー 7/24

155 角川インターネット講座　インターネットの基礎 村井純著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ テクノロジー 10/

156 甦れ、幻の音（仮）　－絵画から楽器を復元する 近藤治夫著 太田出版 芸術・スポーツ7/下

157 絶対音感の神話（仮） ( ＤＯＪＩＮ選書６０ ) 宮崎謙一著 化学同人 芸術・スポーツ7/18

158 実践図解　初歩からわかる！　スポーツマッサージ( 学研スポーツブックス) 並木磨去光監修 学研マーケティング芸術・スポーツ7/22

159 フルマラソン完走法 坂本雄次著 主婦の友社 芸術・スポーツ7/31

160 錯視芸術図鑑　世界の傑作２００点 ブラッド・ハニーカット著/テリー・スティッケルズ著創元社 芸術・スポーツ7/22

161 小村雪岱名品集（仮） 埼玉県立近代美術館監修東京美術 芸術・スポーツ7/

162 はじめてのキャンピング 安藤スポーツ著 山と渓谷社 芸術・スポーツ7/2

163 山のエマージェンシー ( 山登りＡＢＣ ) 木元康晴著 山と溪谷社 芸術・スポーツ7/23

164 絶対！うまくなる合唱１００のコツ 田中信昭著 ヤマハミュージックメディア芸術・スポーツ7/22

165 絵本の表現 ( 絵本学講座１　全４巻) 中川素子編 朝倉書店 ライブラリアン7/15

166 読む力が未来をひらく　小学生への読書支援 脇明子著 岩波書店 ライブラリアン7/30

167 読書の歴史を問う 和田敦彦著 笠間書院 ライブラリアン7/14

168 しかけ絵本の世界 武蔵野美術大学編 グラフィック社 ライブラリアン8/5

169 学校図書館に司書がいたら 村上恭子著 少年写真新聞社 ライブラリアン7/中

170 書店不屈宣言 田口久美子著 筑摩書房 ライブラリアン7/10

171 大人が子どもにおくりとどける　４０の物語 矢野智司著 ミネルヴァ書房 ライブラリアン7/

172 学校ななふしぎ 斉藤洋文/山本孝絵偕成社 児童読み物 7/1

173 クリスティーナとおおきなはこ パトリシア・リー・ゴーチ作
ドリス・バーン絵
おびかゆうこ訳偕成社 児童読み物 7/8
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174 だれのおよめさんに・・・？ いもとようこ作・絵 金の星社 児童読み物 7/12

175 じつは　よるの　ほんだなは ( 講談社の創作絵本 ) 澤野秋文作・絵 講談社 児童読み物 8/6

176 ぼくのかぼちゃ かもがわしの作 こぐま社 児童読み物 7/4

177 やめろ、スカタン！ くすのきしげのり作/羽尻利門絵小学館 児童読み物 7/16

178 るいくんとおばけくん ( おひさまのほん ) 市川宣子作/松成真理子絵小学館 児童読み物 7/11

179 かみなりどんがやってきた 中川ひろたか文/あおきひろえ絵世界文化社 児童読み物 7/10

180 ダンゴロゴロちゃん ( わたしのえほん ) タダサトシ作・絵 ＰＨＰ研究所 児童読み物 7/7

181 ぼくと戦争の物語 ( ものがたりの庭２ ) 漆原智良作/山中桃子絵フレーベル館 児童読み物 7/

182 モモンガのはいたつやさんとミーちゃんへのプレゼント ふくざわゆみこ作・絵文溪堂 児童読み物 7/下

183 おかあさん　どこいったの？（仮） ( ポプラせかいの絵本４２) レベッカ・コッブ作・絵/おーなり由子訳ポプラ社 児童読み物 7/中

184 いえでをしたくなったので リーゼル・モーク・スコーペン文
ドリス・バーン絵
松井るり子訳ほるぷ出版 児童読み物 7/上

185 大出現！　精霊図鑑 軽部武宏作・絵 あかね書房 児童読み物 7/上

186 おエドでうちゅうじん ( ようかいガマとの３ ) よしながこうたく作・絵あかね書房 児童読み物 7/下

187 夏休み、翡翠をさがした 岡田依世子文/岡本順絵アリス館 児童読み物 7/上

188 おばけのきもだめし ( えほんのぼうけん６２) 内田麟太郎文/山本孝絵岩崎書店 児童読み物 7/

189 ねこくん　いちばでケーキをかった　ロシアのわらべうた ユーリー・ワスネツォフ絵/たなかともこ編訳岩波書店 児童読み物 7/25

190 おねしょの　かみさま 長谷川義史作・絵 学研マーケティング児童読み物 7/1

191 金の扉 ( 勇者ライと３つの扉１　全３巻) エミリー・ロッダ著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 児童読み物 7/15

192 かえってきた　へんしんトンネル ( へんしんシリーズ１４) あきやまただし作・絵金の星社 児童読み物 7/中

193 風船教室（仮） 吉野万理子作 金の星社 児童読み物 7/下

194 しょうてんがいはふしぎどおり 内田麟太郎作/村田エミコ絵佼成出版社 児童読み物 7/30

195 おえかきしりとり ( 講談社の創作絵本 ) 新井洋行作・絵ほか講談社 児童読み物 7/29

196 みずくみに ( にじいろえほん ) 飯野和好作・絵 小峰書店 児童読み物 7/上

197 ヘリコプターのぷるたくん 鎌田歩作・絵 小学館 児童読み物 7/23

198 りゅうぐう編 ( おしゃれさんの茶道はじめて物語２　) 永井郁子作・絵 淡交社 児童読み物 7/2

199 ちいさなきしゃと　おおきなおきゃくさん クリス・ウォーメル作・絵/小風さち訳徳間書店 児童読み物 7/9

200 ペニーさんのサーカス マリー・ホール・エッツ作・絵/松岡享子訳徳間書店 児童読み物 7/9

201 かんなじじおどり 加藤休ミ作・絵 ＢＬ出版 児童読み物 7/10

202 ピーター バーナデット・ワッツ作・絵/福本友美子訳ＢＬ出版 児童読み物 7/20

203 とっても　とっても　いいきもち
やすいすえこ作/
黒井健絵

フレーベル館 児童読み物 7/下

204 ぼくのマルコは大リーガー ( 文研ブックランド ) 小林しげる作/末崎茂樹絵文研出版 児童読み物 7/30

205 ニンジャ　さるとびすすけ ( ほるぷ創作絵本 ) 宮西達也作・絵 ほるぷ出版 児童読み物 7/下

206 海中大探険！しんかい６５００で行く、深海への旅 井上よう子作/木下真一郎絵岩崎書店 児童ノンフィクション7/

207 たね ( ずかんシリーズ ) 近田文弘著/久保秀一写真技術評論社 児童ノンフィクション7/8

208 フルーツ ( ずかんシリーズ ) 米本仁巳監修 技術評論社 児童ノンフィクション7/16

209 おどろきの東京縄文人 ( 世の中への扉 ) 瀧井宏臣著 講談社 児童ノンフィクション7/10

210 雑木林の一年 ( 一年シリーズ ) 向田智也作・絵 小学館 児童ノンフィクション7/3

211 ゾウのひみつ ( 飼育員さんおしえて！) 松橋利光写真/池田奈津実文新日本出版社 児童ノンフィクション7/28

212 １０歳からのデジタル・シチズンシップ 清水譲治作/井上千裕絵玉川大学出版部 児童ノンフィクション7/7

213 １０歳からのお料理教室（仮） 大瀬由生子著 日東書院本社 児童ノンフィクション7/8

214 世界のチョウ ( 世界の昆虫美術館 ) 今森光彦文・写真 アリス館 児童ノンフィクション7/7

215 宇宙人に会いたい！ ( 科学ノンフィクション ) 平林久著 学研マーケティング児童ノンフィクション7/15

216 消えゆく野生動物たち ( 子供の科学★サイエンスブックス) 子供の科学編集部編誠文堂新光社 児童ノンフィクション7/4

217 目でみる単位の図鑑 丸山一彦著
こどもくらぶ編東京書籍 児童ノンフィクション7/18

218 天気図が読めなくたって大丈夫　 ( 親子で楽しむ！おもしろ天気予報) 天達武史＋ハレックス製作チーム著徳間書店 児童ノンフィクション7/23

219 遊園地を科学しよう！　力とエネルギーのひみつを探る 八木一正監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション7/24

220 自動車・船・飛行機 ( ポプラディア大図鑑ＷＯＮＤＡ１３) 日本自動車工業会監修
賞雅寛而監修　　　　中村浩美監修ポプラ社 児童ノンフィクション7/上

221 大昔の生きもの ( ポプラディア大図鑑ＷＯＮＤＡ１４) 小林快次ほか監修 ポプラ社 児童ノンフィクション7/上

222 地球 ( ポプラディア大図鑑ＷＯＮＤＡ１５) 斎藤靖二監修 ポプラ社 児童ノンフィクション7/上

223 わたしはカメムシ ( ふしぎいっぱい写真絵本２５) 新開孝写真・文 ポプラ社 児童ノンフィクション7/中

224 放浪哲学 中西大輔著 ＳＢクリエイティブヤングアダルト7/上

225 アノヒカラ・ジェネレーション 笠原伊織著 幻冬舎 ヤングアダルト7/2

226 ナックの声が聞きたくて！　“スーパー・ベルーガ”にことばを教えるイルカ博士( 世の中への扉 ) 村山司著 講談社 ヤングアダルト7/10

227 ぼくらの映画のつくりかた 機本伸司著 東京創元社 ヤングアダルト7/28

228 世界で働くプロフェッショナルが語る 江川雅子編
東京大学教養学部教養教育高度化構編東京大学出版会 ヤングアダルト7/25

229 戦争するってどんなこと？ ( 中学生の質問箱 ) ダグラス・ラミス著 平凡社 ヤングアダルト7/9
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230 世界一幸せなゴリラ、イバン ( 児童第一ピース )
キャサリン・アップ
ルゲイト著

講談社 ヤングアダルト7/8

231 ハングリーゴーストとぼくらの夏 ( 児童第一ピース ) 長江優子著
山田博之絵講談社 ヤングアダルト7/17

232 大人でも筓えられない！『宇宙』のしつもん７５ 荒舩良孝著
日本科学未来館監修すばる舎 ヤングアダルト7/

233 東大教授が教える独学勉強法 柳川範之著 草思社 ヤングアダルト7/18

234 チェシャーチーズ亭のネコ ※ ペアレンツ・チョイス賞金賞／ＡＬＳＣ主催ノータブル・チルドレン・ブック賞受賞作品
C・A・ディーディ著/
R・ライト著/バ

東京創元社 ヤングアダルト7/10

235 ニュートリノへの道のり（仮）　物理学と私の奇跡( １００年インタビュー ) 小柴昌俊著 ＰＨＰ研究所 ヤングアダルト7/24

236 希望の海へ マイケル・モーパーゴ作/佐藤見果夢訳評論社 ヤングアダルト7/20


