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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 柩の中の狂騒 菅原和也著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/26

2 寄居虫女（ﾔﾄﾞｶﾘｵﾝﾅ） 櫛木理宇著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/25

3 竜鏡の占人　リオランの鏡 乾石智子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/29

4 変愛小説集　日本作家編 岸本佐知子編
川上弘美著
多和田葉子著講談社 日本文芸書 9/3

5 レミングスの夏 竹吉優輔著 講談社 日本文芸書 9/2

6 アポロンの嘲笑 中山七里著 集英社 日本文芸書 9/5

7 逢坂の六人 周防柳著 集英社 日本文芸書 9/5

8 チャンミーグヮー 今野敏著 集英社 日本文芸書 9/5

9 極卵（ｷｮｸﾗﾝ） 仙川環著 小学館 日本文芸書 8/28

10 イノセント・デイズ 早見和真著 新潮社 日本文芸書 8/22

11 機巧（ｶﾗｸﾘ）のイヴ 乾緑郎著 新潮社 日本文芸書 8/22

12 磁極反転 伊与原新著 新潮社 日本文芸書 8/22

13 聖地Ｃｓ 木村友祐著 新潮社 日本文芸書 8/29

14 約定 青山文平著 新潮社 日本文芸書 8/22

15 テミスの求刑 大門剛明著 中央公論新社 日本文芸書 8/25

16 どこの家にも怖いものはいる 三津田信三著中央公論新社 日本文芸書 8/10

17 わたしが殺した男 永瀬隼介著 中央公論新社 日本文芸書 8/25

18 糸切り　 （ 紅雲町珈琲屋こよみ４） 吉永南央著 文藝春秋 日本文芸書 8/下

19 クロム・ジョウ 結城充考著 文藝春秋 日本文芸書 8/下

20 さよなら神様 麻耶雄嵩著 文藝春秋 日本文芸書 8/上

21 スタープレイヤー 恒川光太郎著ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/29

22 明日は、いずこの空の下 上橋菜穂子著
上橋薫絵講談社 日本文芸書 9/1

23 炎を薙ぐ （ 剣客浪人・由比三四郎シリーズ３） 池永陽著 講談社 日本文芸書 8/28

24 泣いたの、バレた？ 酒井順子著 講談社 日本文芸書 8/19

25 かたづの！ 中島京子著 集英社 日本文芸書 8/26

26 緋の天空 葉室麟著 集英社 日本文芸書 8/26

27 虫娘（ﾑｼﾑｽﾒ） 井上荒野著 小学館 日本文芸書 8/27

28 愛なんて嘘 白石一文著 新潮社 日本文芸書 8/22

29 仙丹の契り （ 僕僕先生８ ） 仁木英之著 新潮社 日本文芸書 8/22

30 それは秘密の 乃南アサ著 新潮社 日本文芸書 8/29

31 降り積もる光の粒 角田光代著 文藝春秋 日本文芸書 8/下

32 エヴリシング・フロウズ 津村記久子著文藝春秋 日本文芸書 8/下

33 幻肢 島田荘司著 文藝春秋 日本文芸書 8/下

34 後妻業（ｺﾞｻｲｷﾞｮｳ） 黒川博行著 文藝春秋 日本文芸書 8/下

35 平蔵狩り （ 長谷川平蔵シリーズ２） 逢坂剛著 文藝春秋 日本文芸書 8/上

36 四人組がいた。 髙村薫著 文藝春秋 日本文芸書 8/上

37 枯野光 池田久輝著 角川春樹事務所日本文芸書 8/1

38 癒し屋キリコの約束 森沢明夫著 幻冬舎 日本文芸書 8/5

39 会津の怪談（仮） 中村彰彦著 廣済堂出版 日本文芸書 8/中

40 異次元の館の殺人（仮） 芦辺拓著 光文社 日本文芸書 8/18

41 大癋見（ｵｵﾍﾞｼﾐ）警部の事件簿（仮） 深水黎一郎著光文社 日本文芸書 8/18

42 オペラ座の美女（仮） 鯨統一郎著 光文社 日本文芸書 8/18

43 黒龍荘の惨劇（仮） 岡田秀文著 光文社 日本文芸書 8/18

44 青嵐（仮） 折口真喜子著光文社 日本文芸書 8/18

45 運転、見合わせ中 畑野智美著 実業之日本社 日本文芸書 8/20

46 カシュトゥンガ 水沢秋生著 祥伝社 日本文芸書 8/28

47 夜泣き石　鬼坊为不覚（ﾌｶﾞｸ）末法帖 犬飼六岐著 祥伝社 日本文芸書 8/28

48 武蔵野アンダーワールド・セブン　－多重迷宮－ 長沢樹著 東京創元社 日本文芸書 8/29

49 荒神（ｺｳｼﾞﾝ） 宮部みゆき著朝日新聞出版 日本文芸書 8/20
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50 捜査組曲　東京湾臨海署安積班 今野敏著 角川春樹事務所日本文芸書 8/1

51 ターンオーバー 堂場瞬一著 角川春樹事務所日本文芸書 8/1

52 神の子　上 薬丸岳著 光文社 日本文芸書 8/18

53 神の子　下 薬丸岳著 光文社 日本文芸書 8/18

54 かわうそ　お江戸恋語り。 あさのあつこ著祥伝社 日本文芸書 8/28

55 孤独の力 五木寛之著 東京書籍 日本文芸書 8/28

56 ねじまき片想い 柚木麻子著 東京創元社 日本文芸書 8/10

57 往生際の悪い奴 島田雅彦著
ヤマザキマリ絵日本経済新聞出版社日本文芸書 8/12

58 壁と孔雀 （ ハヤカワ・ミステリワールド） 小路幸也著 早川書房 日本文芸書 8/22

59 いそぶえ 谷村志穂著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 8/20

60 コールド・スナップ トム・ジョーンズ著
舞城王太郎訳河出書房新社 外国文芸書 8/11

61 アルプスの恐怖 （ ラミュ小説集２ ） Ｃ．Ｆ．ラミュ著
佐原隆雄訳国書刊行会 外国文芸書 8/下

62 フランクリン・ローズヴェルト　上　日米開戦への道 ドリス・カーンズ・グッドウィン著
砂村榮利子訳
山下淑美訳中央公論新社 外国文芸書 8/10

63 愛の裏側は闇１　全３巻 ※２００９年ブック・オブ・ザ・イヤー賞銀賞受賞作品　東京創元社創立６０周年記念出版ラフィク・シャミ著
酒寄進一訳東京創元社 外国文芸書 8/29

64 怪奇文学大山脈２　西洋近代名作選　２０世紀革新篇 荒俣宏編 東京創元社 外国文芸書 8/29

65 オマル２　－征服者たち－ （ 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 8/8

66 たとえ傾いた世界でも トム・フランクリン＆ベス・アン・フェンリイ著
伏見威蕃訳早川書房 外国文芸書 8/8

67 黒ケ丘百年記　Ｏｎ　ｔｈｅ　Ｂｌａｃｋ　Ｈｉｌｌ※ホイットブレッド最優秀処女小説賞／ジェイムズ・テイト・ブラック賞受賞作品ブルース・チャトウィン著
栩木伸明訳みすず書房 外国文芸書 9/1

68 ボビー・フィッシャーを探して フレッド・ウェイツキン著
若島正訳みすず書房 外国文芸書 9/1

69 冬の旅 エルフリーデ・イェリネク著
林立騎訳作品社 外国文芸書 8/下

70 プロット・アゲンスト・アメリカ　もしも、アメリカが…… フィリップ・ロス著
柴田元幸訳集英社 外国文芸書 8/26

71 パリの家 エリザベス・ボウエン著
太田良子訳晶文社 外国文芸書 8/中

72 低地 （ 新潮クレスト・ブックス 　ブッカー賞最終候補作品） ジュンパ・ラヒリ著
小川高義訳新潮社 外国文芸書 8/26

73 おだまり、ローズ　－子爵夫人付きメイドの回想 ロジーナ・ハリソン著
新井潤美監修
新井雅代訳白水社 外国文芸書 8/12

74 時限紙幣　ゴーストマン ※英国推理作家協会イアン・フレミング賞受賞作品ロジャー・ホッブズ著
田口俊樹訳文藝春秋 外国文芸書 8/上

75 型紙の写し方から作品作り、応用まで　ソーイングのきほん（仮）かわいきみ子著新星出版社 くらしの実用書9/4

76 包丁と砥石大全 日本研ぎ文化振興協会監修誠文堂新光社 くらしの実用書8/12

77 和布の手しごと事典 （ レッスンシリーズ） パッチワーク通信社くらしの実用書8/19

78 レースペーパーで作る　小物と雑貨（仮） 文化出版局編 文化出版局 くらしの実用書9/4

79 瀬尾幸子の楽ちん台所塾 瀬尾幸子著 文藝春秋 くらしの実用書8/25

80 わたしのとっておきサンドイッチ 重信初江著
坂田阿希子著　　　　サルボ・恭子ほか著家の光協会 くらしの実用書8/26

81 きっぷのルール　ハンドブック 土屋武之著 実業之日本社 くらしの実用書8/20

82 これならラクラク　シニアの簡単おいしい１人分ごはん岩崎啓子著 为婦の友社 くらしの実用書8/23

83 竹かご編みの技法書 竹かご部著 誠文堂新光社 くらしの実用書8/8

84 おゆうぎ会のかわいいコスチューム（ レディブティックシリーズ３８４０） ブティック社 くらしの実用書8/22

85 こどものどうぶつニット　９０㎝＆１１０㎝サイズで編める文化出版局編 文化出版局 くらしの実用書8/21

86 老後リスクに備える！　定年のお金の教科書 野尻哲史監修 学研マーケティングビジネス・くらしの経済8/26

87 “とびきりやさしい”ビジネス統計入門 坂口孝則著 日刊工業新聞社ビジネス・くらしの経済8/27

88 自然農法で楽しむ　はじめての野菜づくり（ 学研ムック ） 野菜だより編集部編学研マーケティングすまいと住宅8/29

89 Ｑ＆Ａ　庭づくりの“困った！”を解決するアイデア１００为婦と生活社編 为婦と生活社 すまいと住宅8/29

90 図解でよくわかる土・肥料のきほん 日本土壌協会監修誠文堂新光社 すまいと住宅8/

91 どんぐりの呼び名事典 宮國晋一著 世界文化社 すまいと住宅8/23

92 高血圧を自分で下げる５つの習慣（ 健康ライブラリーイラスト版） 苅尾七臣監修 講談社 健康と家庭の医学8/11

93 血管いきいき健康法　ＮＨＫきょうの健康（ 生活シリーズ ） 「きょうの健康」番組制作班編为婦と生活社 健康と家庭の医学8/28

94 ０歳からのワクチン接種ガイド ＶＰＤを知って子どもを守ろうの会編
薗部友良監修日経ＢＰマーケティング健康と家庭の医学8/23

95 「脱水症」と「経口補水液」のすべてがわかる本 谷口英喜著 日本医療企画 健康と家庭の医学8/12

96 肥満と健康（仮） （ ニュートンムック　Ｎｅｗｔｏｎ別冊） ニュートンプレス健康と家庭の医学8/28
97 その薬、必要ですか？ 川島紘一郎著 ポプラ社 健康と家庭の医学8/6
98 認知症はこわくない　正しい知識と理解から生まれるケア高橋幸男編著 ＮＨＫ出版 教育と福祉 8/29
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99 忍者あそびがいっぱい 浦中こういち著 かもがわ出版 教育と福祉 8/4

100 頭のいい子を育てる手作り知育おもちゃ 寺西恵里子著 为婦の友社 教育と福祉 8/27

101 「動ける子」にする育て方 川合正著 晶文社 教育と福祉 8/下

102 ストーリーでわかる　余命半年の相続（仮）（ 朝日新聞出版 ） 朝倉真弓著 ダイヤモンド社 くらしの法律 8/21

103 マヤ・アンデス・琉球 （ 朝日選書 ） 青山和夫著
米延仁志ほか著
朝日新聞出版 歴史と紀行 8/8

104 浮浪児１９４５‐　　戦争が生んだ子供たち 石井光太著 新潮社 歴史と紀行 8/12

105 宮本常一と写真 （ コロナ・ブックス１８５） 石川直樹著
須藤功ほか著平凡社 日本の文化 8/20

106 馬の自然誌　馬と人間の４０００年 Ｊ．Ｅ．チェンバレン著
屋代通子訳築地書館 世界の文化 8/12

107 ハロウィーンの文化誌　起源・変遷・現在 リサ・モートン著
大久保庸子訳原書房 世界の文化 8/21

108 国境の人びと　再考・島国日本の肖像（ 新潮選書 ） 山田吉彦著 新潮社 現代社会 8/29

109 ある日、私は友達をクビになった（ ハヤカワ・ノンフィクション） エミリー・バゼロン著
高橋由紀子訳早川書房 現代社会 8/8

110 報道されない中東の真実 国枝昌樹著 朝日新聞出版 現代社会 8/7

111 ＮＨＫ　ニッポン戦後サブカルチャー史 宮沢章夫編著
ＮＨＫ「ニッポン戦後サブカルチャー史」制作班編著ＮＨＫ出版 現代社会 8/8

112 ジュゴンの上手なつかまえ方 （ 岩波科学ライブラリー２２９） 市川光太郎著 岩波書店 サイエンス 8/26

113 地球の変動はどこまで宇宙で解明できるか（ ＤＯＪＩＮ選書６１） 宮原ひろ子著 化学同人 サイエンス 8/22

114 竜巻のふしぎ　　－地上最強の気象を探る－ 森田正光著
森さやか著共立出版 サイエンス 8/22

115 死を悼む動物たち（仮） バーバラ・キング著
秋山勝訳草思社 サイエンス 8/中

116 自動運転　社会を変える破壊的テクノロジー 鶴原吉郎著 日経ＢＰマーケティングテクノロジー 8/

117 水彩スケッチのきほん　空・緑・水の描き方 山田雅夫著 日本実業出版社芸術・スポーツ8/27

118 美しい知の遺産　世界の図書館 ジェームズ・Ｗ・Ｐ・キャンベル著
ウィル・プライス写真

河出書房新社 ライブラリアン10/21

119 読む技術 （ あすなろ書房 ） 塚田泰彦著 創元社 ライブラリアン8/13

120 あきちゃった！ アントワネット・ポーティス作・絵
なかがわちひろ訳あすなろ書房 児童読み物 8/下

121 つきが　いちばん　ちかづく　よる 竹下文子作　　　　　　植田真絵岩崎書店 児童読み物 8/

122 蛙となれよ冷し瓜　－茶の人生と俳句 マシュー・ゴラブ文
カズコ・Ｇ・ストーン絵
脇明子訳岩波書店 児童読み物 8/27

123 ヘンテコクレヨン みやにしたつや作・絵学研マーケティング児童読み物 8/5

124 すすめ！　きゅうじょたい 竹下文子文
鈴木まもる絵金の星社 児童読み物 8/

125 どん！ 西村敏雄作・絵 金の星社 児童読み物 8/中

126 だって…　学校の巻 石津ちひろ作
下谷二助絵国土社 児童読み物 8/下

127 ドラゴンはスーパーマン （ ドラゴンシリーズ） 茂市久美子作
とよたかずひこ絵国土社 児童読み物 8/中

128 ぼくのおじいちゃん ※２０１４年エズラ・ジャック・キーツ賞オナーブック賞受賞作品マルタ・アルテス作・絵
吉井一美訳ＢＬ出版 児童読み物 8/25

129 森からのよびごえ 市川里美作・絵 ＢＬ出版 児童読み物 8/20

130 とっくんトラック　もりへぶぶー いわむらかずお作・絵ひさかたチャイルド児童読み物 8/下

131 ふたごのどんぐり （ えほんのもり ） 上野与志作
いしいつとむ絵文研出版 児童読み物 8/30

132 トラさん、あばれる ※２０１４年度ボストレグローブ・ホーンブック賞大賞／ゴールデン・カイト賞受賞作品ピーター・ブラウン作・絵
青山南訳光村教育図書 児童読み物 8/下

133 どうぶつ　しんちょうそくてい 聞かせ屋。けいたろう文
高畠純絵アリス館 児童読み物 8/上

134 おふろで　じゃぶ　じゃぶ フィリス・ゲイシャイトー文
デイヴィッド・ウォーカー絵
福本友美子訳岩崎書店 児童読み物 8/

135 ぬいぐるみ　おとまりかい 風木一人作
岡田千晶絵岩崎書店 児童読み物 8/

136 かげのひこうき 五味太郎作・絵 偕成社 児童読み物 8/下

137 ３びきのお医者さん 杉山亮作
大矢正和絵佼成出版社 児童読み物 8/30

138 がっこうのおばけずかん　あかずのきょうしつ（ どうわがいっぱい） 斉藤洋作
宮本えつよし絵講談社 児童読み物 8/20

139 もうじゅうつかいのムチがなる（ 講談社の創作絵本） いとうひろし作・絵講談社 児童読み物 8/25

140 モンスター・ホテルでたんていだん（ モンスター・ホテル） 柏葉幸子作
高畠純絵小峰書店 児童読み物 8/下

141 ハッピー、ラッキー、ヤギダンス 長谷川知子作・絵新日本出版社 児童読み物 8/27

142 真夜中の電話　ウェストール短編集 ロバート・ウェストール作
原田勝訳徳間書店 児童読み物 8/8

143 おはなしばあさんと風来坊 （ 風来坊シリーズ） 川端誠作・絵 ＢＬ出版 児童読み物 8/25

144 さばくのくいしんぼ 佐々木マキ作・絵フレーベル館 児童読み物 8/

145 お話きかせてクリストフ （ 文研ブックランド） ニキ・コーンウェル作
中山成子絵
渋谷弘子訳文研出版 児童読み物 8/30

146 あげます。 浜田桂子作・絵 ポプラ社 児童読み物 8/上
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147 ぞうまうぞ・さるのるさ 石津ちひろ作
高畠純絵ポプラ社 児童読み物 8/上

148 ゴム・ばね・おもりであそぼ （ はじめての手づくり科学あそび１　全３巻） 塩見啓一監修
西博志著アリス館 児童ノンフィクション8/20

149 光と音のない世界で　盲ろうの東大教授・福島智物語（ ノンフィクション・生きるチカラ１７） 池田まき子著 岩崎書店 児童ノンフィクション8/7

150 親子で学ぶ　時空旅行（仮） 佐藤勝彦監修 幻冬舎 児童ノンフィクション8/29

151 プレゼン・自由研究にチャレンジ！（ プレゼンに使おう　表とグラフの使いかた1　全３巻） 渡辺美智子著 汐文社 児童ノンフィクション8/30

152 帽子とヘアスタイル （ ビジュアルでわかる　世界ファッションの歴史１　全５巻） ヘレン・レイノルズ作
徳井淑子監修ほるぷ出版 児童ノンフィクション8/中

153 動物のおじいさん、動物のおばあさん 高岡昌江文 学研マーケティング児童ノンフィクション8/26

154 なんでもまる見え　大図鑑 ジャクリーン・ミットンほか著
左巻健男日本語版監修河出書房新社 児童ノンフィクション11/

155 気象の図鑑 （ まなびのずかん） 筆保弘徳監修
岩槻秀明著　　　　　　今井明子著技術評論社 児童ノンフィクション8/8

156 マップス　～新・世界図絵～ アレクサンドラ＆ダニエル・ミジェリンスキ作・絵徳間書店 児童ノンフィクション9/

157 しっぽのひみつ　形・役割のちがいと進化をさぐる（ 楽しい調べ学習シリーズ） 今泉忠明監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション8/下

158 死神うどんカフェ１号店　二杯目（ ＹＡ！　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ） 石川宏千花著 講談社 ヤングアダルト8/28

159 幸運について ※金原瑞人選　オールタイム・ベストＹＡ　全米図書賞受賞作品シンシア・カドハタ著
代田亜香子訳作品社 ヤングアダルト8/中

160 魔使いの敵　闇の国のアリス （ 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8/27

161 本物には愛が。（仮） （ １００年インタビュー） 黒柳徹子著 ＰＨＰ研究所 ヤングアダルト8/25

162 ファイト！　木津西高校生徒会 本田有明著 河出書房新社 ヤングアダルト8/20

163 グリーン・グリーン あさのあつこ著 徳間書店 ヤングアダルト8/8

164 ぼくが見た太平洋戦争 （ ＹＡ心の友だちシリーズ） 宗田理著 ＰＨＰ研究所 ヤングアダルト8/7


