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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 神様の裏の顔 ※ 第３４回横溝正史ミステリ大賞受賞作品藤崎翔著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 9/24

2 １１月のジュリエット 乾ルカ著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 9/

3 砂に泳ぐ 飛鳥井千砂著ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 9/26

4 ダンデライオン 河合莞爾著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 9/30

5 賢帝と逆臣と　小説・三藩の乱 小前亮著 講談社 日本文芸書 9/10

6 こぼれ落ちて季節は 加藤千恵著 講談社 日本文芸書 9/18

7 「生命力」の行方　　変わりゆく世界と分人为義 平野啓一郎著講談社 日本文芸書 9/22

8 サラは銀の涙を探しに 橋本長道著 集英社 日本文芸書 10/1

9 桃のひこばえ ( 御薬園同心　水上草介２) 梶よう子著 集英社 日本文芸書 9/24

10 遥かなる城沼 安住洋子著 小学館 日本文芸書 9/26

11 傲慢な婚活 嶽本野ばら著新潮社 日本文芸書 9/22

12 セロニアス・モンクのいた風景 村上春樹編・訳新潮社 日本文芸書 9/26

13 魔術師の視線 本多孝好著 新潮社 日本文芸書 9/22

14 火桜が根　幕末女志士・多勢子 藤本ひとみ著中央公論新社 日本文芸書 9/25

15 お勝手太平記 金井美恵子著文藝春秋 日本文芸書 9/26

16 瞳の犬 新堂冬樹著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 9/30

17 黄泉坂の娘たち 仁木英之著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 9/29

18 きょうのできごと、十年後 柴崎友香著 河出書房新社 日本文芸書 9/19

19 阿蘭陀西鶴（オランダサイカク） 朝井まかて著講談社 日本文芸書 9/9

20 湖底の城　呉越春秋５ 宮城谷昌光著講談社 日本文芸書 9/18

21 スターダストパレード 小路幸也著 講談社 日本文芸書 9/4

22 警察（サツ）回りの夏 ( 事件記者シリーズ１　全3巻) 堂場瞬一著 集英社 日本文芸書 9/24

23 ダブル・フォールト 真保裕一著 集英社 日本文芸書 10/1

24 にじいろガーデン 小川糸著 集英社 日本文芸書 10/1

25 私家本　椿説弓張月 平岩弓枝著 新潮社 日本文芸書 9/22

26 丹生都比売（ニオツヒメ）梨木香歩作品集 梨木香歩著 新潮社 日本文芸書 9/30

27 一人っ子同盟 重松清著 新潮社 日本文芸書 9/22

28 フォルトゥナの瞳 百田尚樹著 新潮社 日本文芸書 9/26

29 歌舞伎町ダムド 誉田哲也著 中央公論新社 日本文芸書 9/25

30 Ｒｅｄ 島本理生著 中央公論新社 日本文芸書 9/25

31 エデンの果ての家 桂望实著 文藝春秋 日本文芸書 9/10

32 昨日のまこと、今日のうそ　 ( 髪結い伊三次捕物余話１３) 宇江佐真理著文藝春秋 日本文芸書 9/25

33 侵入者　自称小説家 折原一著 文藝春秋 日本文芸書 9/8

34 水声 川上弘美著 文藝春秋 日本文芸書 9/26

35 関所破り定次郎目籠のお練り　( 八州廻り桑山十兵衛９) 佐藤雅美著 文藝春秋 日本文芸書 9/19

36 繁栄の昭和 筒井康隆著 文藝春秋 日本文芸書 9/25

37 復活祭 馳星周著 文藝春秋 日本文芸書 9/12

38 ほんとうの花を見せにきた 桜庭一樹著 文藝春秋 日本文芸書 9/24

39 離陸 絲山秋子著 文藝春秋 日本文芸書 9/9

40 片見里なまぐさグッジョブ 小野寺史宜著幻冬舎 日本文芸書 9/16

41 ソマリアの血、土漠の花（仮） 月村了衛著 幻冬舎 日本文芸書 9/16

42 ふたつのしるし 宮下奈都著 幻冬舎 日本文芸書 9/16

43 未婚３０ 白岩玄著 幻冬舎 日本文芸書 9/16

44 懐疑は踊る、決して勧めず　村为準教授のミステリアスな講座（仮）大村友貴美著光文社 日本文芸書 9/17

45 警視庁特捜班ドットジェイピーふたたび（仮） 我孫子武丸著光文社 日本文芸書 9/17

46 ライツ・オン！　明治灯台プロジェクト 土橋章宏著 筑摩書房 日本文芸書 9/8

47 鬼はもとより 青山文平著 徳間書店 日本文芸書 9/10

48 下手に居丈高 西村賢太著 徳間書店 日本文芸書 9/10

49 とりどりの円を描く 佐伯一麦著 日本経済新聞出版社日本文芸書 9/26

50 アガサ・クリスティー賞殺人事件 三沢陽一著 早川書房 日本文芸書 9/25

51 地球上の全人類と全アリンコの重さは同じらしい 椎名誠著 早川書房 日本文芸書 9/25
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52 黒猫の約束あるいは遡行未来( 黒猫シリーズ５ ) 森晶麿著 早川書房 日本文芸書 9/25

53 シヤボン玉、日本迷走の過ち再び( しぶとく生きろ２ ) 野坂昭如著 毎日新聞社 日本文芸書 9/16

54 ラストレター さだまさし著 朝日新聞出版 日本文芸書 9/5

55 杖ことば 五木寛之著 学研マーケティング日本文芸書 9/16

56 群青のタンデム 長岡弘樹著 角川春樹事務所日本文芸書 9/上

57 アイネ　クライネ　ナハトムジーク 伊坂幸太郎著 幻冬舎 日本文芸書 9/10

58 近所の犬 姫野カオルコ著 幻冬舎 日本文芸書 9/16

59 嬬恋坂情死行 鳥羽亮著 幻冬舎 日本文芸書 9/16

60 いつか、あなたも 久坂部羊著 实業之日本社 日本文芸書 9/10

61 大正の后（仮） 植松三十里著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 9/7

62 笹の舟で海をわたる 角田光代著 毎日新聞社 日本文芸書 9/16

63 ヒア・アンド・ナウ　往復書簡２００８－２０１１ ポール・オースター著
Ｊ・Ｍ・クッツェー著
くぼたのぞみ訳
山崎暁子訳岩波書店 外国文芸書 9/26

64 愉楽 ※ ２０１４年度フランツ・カフカ賞受賞作品閻連科（エンレンカ）著
谷川毅訳河出書房新社 外国文芸書 9/24

65 ストーナー　ＳＴＯＮＥＲ ※ ２０１３年英国の書店ウォーターストーンズにて「ブック・オブ・ザ・イヤー」選出ジョン・ウィリアムズ著
東江一紀訳作品社 外国文芸書 10/上

66 フランクリン・ローズヴェルト 下　激戦の果てに 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 9/10

67 愛の裏側は闇２ ラフィク・シャミ著
酒寄進一訳東京創元社 外国文芸書 9/18

68 愛の深まり ※ カナダ提督文学賞受賞作品アリス・マンロー著
栩木玲子訳彩流社 外国文芸書 9/下

69 甘美なる作戦 ( 新潮クレスト・ブックス) イアン・マキューアン著
村松潔訳新潮社 外国文芸書 9/30

70 カルニヴィア２　誘拐 ジョナサン・ホルト著
奥村章子訳早川書房 外国文芸書 9/10

71 密林の夢 ※ オレンジ賞最終候補作品／ニューヨーク・タイムズベストセラーアン・パチェット著
芹澤恵訳早川書房 外国文芸書 9/10

72 はじめてのフラワーキャンドル　飾る　灯す　贈る 有瀧聡美著 講談社 くらしの实用書9/18

73 親の家を片づける　お助け便利帳 为婦の友社編 为婦の友社 くらしの实用書9/25

74 共働きごはん 上田淳子著 为婦の友社 くらしの实用書9/10

75 ベーシックスタイルのメンズ服 日本ヴォーグ社くらしの实用書9/25

76 症状別　不調のときに食べたいごはん コウ静子著 家の光協会 くらしの实用書9/29

77 つま先から編む、かんたん、かわいいくつ下 大内いづみ著 新星出版社 くらしの实用書9/30

78 晴れの日と発表会の服　おんなの子とおとこの子の 日本ヴォーグ社くらしの实用書9/30

79 からだが喜ぶ　おかゆ料理帖 野﨑洋光著 ＰＨＰ研究所 くらしの实用書9/5

80 日本がわかる経済学 ( ＮＨＫラジオビジネス塾) 飯田泰之著 ＮＨＫ出版 ビジネス・くらしの経済9/27

81 うつ病・躁うつ病の復職日記( こころライブラリーイラスト版) 五十嵐良雄監修 講談社 ビジネス・くらしの経済9/29

82 仕事。 川村元気著 集英社 ビジネス・くらしの経済9/24

83 私、農家になりました。　就農ナビ＆成功事例 三好かやの著
高倉なを著
斉藤勝司著誠文堂新光社 ビジネス・くらしの経済9/10

84 図解　知識ゼロからのコメ入門 八木宏典著 家の光協会 すまいと住宅9/29

85 ３ポットから作れる寄せ植え ( 为婦の友生活シリーズ) 为婦の友社編 为婦の友社 すまいと住宅9/10

86 散歩で見かける　落ち葉の呼び名事典 亀田龍吉著 世界文化社 すまいと住宅9/20

87 建て为にも分かる　住宅用語、本当の意味（仮） 日経アーキテクチュア編著日経ＢＰマーケティングすまいと住宅9/22

88 前立腺がん　不安を解消して、あなたに合った治療を（仮）( 別冊ＮＨＫきょうの健康) 頴川晋総監修
ＮＨＫ出版編ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学9/

89 「嚥下障害」のことがよくわかる本　食べる力を取り戻す( 健康ライブラリーイラスト版) 藤島一郎監修 講談社 健康と家庭の医学9/10

90 非定型うつ病　パニック症・社交不安症( よくわかる最新医学シリーズ) 貝谷久宠監修 为婦の友社 健康と家庭の医学9/12

91 漢方薬副作用百科　事例，解説，対策，提言 内藤裕史著 丸善出版 健康と家庭の医学9/

92 発達障害のある子の運動あそび( ヒューマンケアブックス) 松原豊著 学研マーケティング教育と福祉 9/9

93 奇跡の高齢者ソフト食 黒田留美子著 小学館 教育と福祉 9/4

94 こんなにちがう！　世界の子育て メイリン・ホプグッド著
野口深雪訳中央公論新社 教育と福祉 9/25

95 木内かつの絵本あそび　園で・家庭で 木内かつ著
西山悦子写真福音館書店 教育と福祉 9/10

96 食材偽装　メニュー表示のグレーゾーン( 景品表示法の正しい理解のために) 森田満樹編著 ぎょうせい くらしの法律 9/中

97 損をしないためのポイントがわかる　交通事故に遭ったら読む本ベリーベスト法律事務所編著日本实業出版社くらしの法律 9/10
98 警視庁重大事件１００ 佐々淳行監修
警視庁協力学研マーケティング歴史と紀行 9/9
99 ハルピン駅へ　日露中・交錯するロシア満洲の近代史デイヴィッド・ウォルフ著
半谷史郎訳講談社 歴史と紀行 9/22

100 日本古代史をいかに学ぶか( 新潮選書 ) 上田正昭著 新潮社 歴史と紀行 9/26

101 ツタンカーメン　死後の奇妙な物語 ジョー・マーチャント著
木村博江訳文藝春秋 歴史と紀行 9/上
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102 日本の伝説と昔話 柳田国男著 河出書房新社 日本の文化 9/22

103 日本の感性が世界を変える ( 新潮選書 ) 鈴木孝夫著 新潮社 日本の文化 9/26

104 だし・うま味の事典 星名桂治編著 東京堂出版 日本の文化 9/25

105 江戸の十二支〈＋α 〉どうぶつえん 安村敏信著
守屋正彦監修東京美術 日本の文化 9/22

106 故宮　流転の名品を知る・美を見極める（仮）( ＮＨＫスペシャル ) 板倉聖哲監修
ＮＨＫ取材班編著ＮＨＫ出版 世界の文化 9/下

107 図説　英国貴族の令嬢 ( ふくろうの本／世界の文化) 村上リコ著 河出書房新社 世界の文化 9/25

108 タマゴの歴史 ( 「食」の図書館 ) ダイアン・トゥープス著
村上彩訳原書房 世界の文化 9/下

109 トコトンやさしい　環境汚染の本( 今日からモノ知りシリーズ) 大岩敏男著
大木久光ほか著日刊工業新聞社現代社会 9/19

110 ごみ効率化　有料化とごみ処理経費削減 山谷修作著 丸善出版 現代社会 9/中

111 国際社会で働く　国連の現場から見える世界 嘉治美佐子著 ＮＴＴ出版 現代社会 9/11

112 「地元」の文化力　地域の未来のつくりかた（仮）( 河出ブックス ) 苅谷剛彦編著 河出書房新社 現代社会 9/16

113 ふるさとをつくる　地域文化とアマチュアリズム 小島多恵子著 筑摩書房 現代社会 9/17

114 ツイッターで学んだいちばん大切なこと( ハヤカワ・ノンフィクション) ビズ・ストーン著
石垣賀子訳早川書房 現代社会 9/25

115 パンダ　－ネコをかぶった珍獣－( 岩波科学ライブラリー２３０〈生きもの〉〔カラー版〕) 倉持浩著 岩波書店 サイエンス 9/25

116 イチョウ　奇跡の２億年史 ピーター・クレイン著
矢野真千子訳河出書房新社 サイエンス 9/10

117 数学記号の誕生 ジョセフ・メイザー著
松浦俊輔訳河出書房新社 サイエンス 9/10

118 絵でわかる日本列島の誕生( 絵でわかるシリーズ) 堤之恭（ﾂﾂﾐﾕｷﾔｽ）著講談社 サイエンス 10/6

119 トコトンやさしい　メカトロニクスの本( 今日からモノ知りシリーズ) 三田純義著 日刊工業新聞社テクノロジー 9/26

120 街を駆けるＥＶ・ＰＨＶ（電気自動車・プラグインﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自動車）日刊工業新聞社編日刊工業新聞社テクノロジー 9/25

121 ５０の名車とアイテムで知る　図説　自転車の歴史 トム・アンブローズ著
甲斐理恵子訳原書房 テクノロジー 9/下

122 ゼロから始めるマラソン＆ジョギング入門 谷川真理著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ芸術・スポーツ9/12

123 ムーミンの生みの親、トーベ・ヤンソン トゥーラ・カルヤライネン著
セルボ貴子訳河出書房新社 芸術・スポーツ9/25

124 続・ヨーロッパを知る５０の映画 狩野良規著 国書刊行会 芸術・スポーツ9/

125 まるごとトランペットの本 荻原明著 青弓社 芸術・スポーツ9/25

126 ビリービンとロシア絵本の黄金時代（仮）( ＴｏＢｉセレクション ) 田中友子著 東京美術 芸術・スポーツ9/22

127 カラー百科　見る・知る・読む狂言七十番（仮） 田口和夫編 勉誠出版 芸術・スポーツ9/

128 シャイローがきた夏 １９９２年度ニューベリー賞／マーク・トウェイン読者賞受賞作品フィリス・レイノルズ・ネイラー作
岡本順絵
さくまゆみこ訳あすなろ書房 児童読み物 9/25

129 あなのはなし ミラン・マラリーク作
二見正直絵
間崎ルリ子訳偕成社 児童読み物 9/16

130 ３人のまじょとドラゴン1 ( 全４巻 ) おおともやすお作・絵偕成社 児童読み物 9/10

131 ３人のまじょとドラゴン２　カエルのおうじさま( 全４巻 ) おおともやすお作・絵偕成社 児童読み物 9/10

132 らくごで笑児科 斉藤洋作
陣崎草子絵偕成社 児童読み物 9/16

133 ベタベタかめん あきやまただし作・絵金の星社 児童読み物 9/18

134 なぞかけどうじょう 中川ひろたか作
大島妙子絵金の星社 児童読み物 9/8

135 ほしいもマン あきやまただし作・絵佼成出版社 児童読み物 10/5

136 もったいないばあさん　てんごくと　じごくの　はなし（仮）( 講談社の創作絵本) 真珠まりこ作・絵 講談社 児童読み物 9/22

137 きらきら　は・は・歯 审井滋作
長谷川義史絵
熊谷崇監修世界文化社 児童読み物 9/25

138 じゃがいも　じゃがじゃが　さつまいも( ワンダーおはなし絵本) 長野ヒデ子作・絵 世界文化社 児童読み物 9/2

139 おたすけこびとと　あかいボタン なかがわちひろ文
コヨセ・ジュンジ絵徳間書店 児童読み物 9/10

140 クララ先生、さようなら ラヘル・ファン・コーイ作
いちかわなつこ絵
石川素子訳徳間書店 児童読み物 9/10

141 チューせんせいは　おいしゃさん いもとようこ作・絵ひかりのくに 児童読み物 9/5

142 かえるの竹取ものがたり ( 日本傑作絵本シリーズ) 俵万智文
斎藤隆夫絵福音館書店 児童読み物 9/17

143 ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケシンスケ作・絵ブロンズ新社 児童読み物 9/18

144 げんきのみかたパンツちゃん( 本はともだち ) 薫くみこ作
つちだのぶこ絵ポプラ社 児童読み物 9/上

145 希望の牧場 森絵都作
吉田尚令絵岩崎書店 児童読み物 9/9

146 落っこちた！ ザラー・ナオウラ作
佐竹美保絵
森川弘子訳岩波書店 児童読み物 9/25

147 世界は宝物でいっぱい！　 ( バーバー・ルーナのお実さま４　全４巻) 岡田貴久子作
ふじしまえみこ絵偕成社 児童読み物 9/17

148 ユキコちゃんのしかえし 星新一作
ひがしちから絵偕成社 児童読み物 9/9

149 どんぐりむらのほんやさん なかやみわ作・絵学研マーケティング児童読み物 9/2

150 ４ひきの　りっぱなこぐま アーノルド・ローベル作・絵
小宮由訳好学社 児童読み物 9/
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151 こんくんのおんがくはっぴょうかい( つんつくむらのおはなしシリーズ) たしろちさと作・絵講談社 児童読み物 9/25

152 トラネコと　クロネコ ( ひまわりえほんシリーズ) 鈴木出版 児童読み物 9/5

153 ○まるかいてピョン ( そうえんしゃ日本のえほん２５) 舟崎克彦作・絵 そうえん社 児童読み物 9/24

154 マドレーヌとパリのふるいやしき( マドレーヌシリーズ) ジョン・ベーメルマンス・マルシアーノ作
江國香織訳ＢＬ出版 児童読み物 10/5

155 ミリー・モリー・マンデーと　ともだち( 世界傑作童話シリーズ) ジョイス・Ｌ・ブリスリー作
菊池恭子絵
上條由美子訳福音館書店 児童読み物 9/17

156 だいすき、でも、ゆめみてる ( えほんのもり ) 二宮由紀子作
高畠那生絵文研出版 児童読み物 9/30

157 季節をたべる秋の保存食・行事食( いっしょにつくろう！３　全４巻) 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9/上

158 一人前になるための家事の図鑑 家事の図鑑の会編岩崎書店 児童ノンフィクション9/上

159 日本の発明・くふう図鑑 発明図鑑編集委員会編著岩崎書店 児童ノンフィクション9/中

160 五日市憲法草案をつくった男・千葉卓三郎 伊藤始文
望月武人文
杉田秀子文
新井勝紘解説くもん出版 児童ノンフィクション9/

161 あきのまき ( かこさとし　あそびずかん　全４巻) かこさとし文・絵 小峰書店 児童ノンフィクション9/下

162 草の根のたんけん　ぼくの自然観察記 おくやまひさし文・絵・写真少年写真新聞社児童ノンフィクション9/11

163 ライオンのひみつ ( 飼育員さんおしえて！) 松橋利光写真
池田奈津实文新日本出版社 児童ノンフィクション9/13

164 はじめての日本国憲法 青井未帆著 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション9/18

165 「スポボラ」ってなに？ ( Ｑ＆Ａでわかる！はじめてのスポーツボランティア１　全４巻) 日本スポーツボランティアネットワーク監修
こどもくらぶ編ベースボール・マガジン社児童ノンフィクション9/10

166 おてつだいの絵本 辰巳渚著
すみもとななみ絵金の星社 児童ノンフィクション9/24

167 超カンタン　けん玉教审 日本けん玉協会著金の星社 児童ノンフィクション9/22

168 よみがえる二百年前のピアノ 佐和みずえ著 くもん出版 児童ノンフィクション9/2

169 本について授業をはじめます 永江朗著 少年写真新聞社児童ノンフィクション9/8

170 海がわかる５７のはなし　海の誕生から深海探査まで 藤岡換太郎著 誠文堂新光社 児童ノンフィクション9/5

171 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9/10

172 くらしをいろどる木の实 ( 楽しい調べ学習シリーズ) 柴田規夫監修
高岡晶江文
いわさゆうこ絵・写真ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション9/18

173 月へ行きたい ( たくさんのふしぎ傑作集) 松岡徹文・絵 福音館書店 児童ノンフィクション9/3

174 トイレをつくる　未来をつくる ( 自然いのちひと１５) 会田法行著 ポプラ社 児童ノンフィクション9/中

175 パワー・ストーン ( シロガラス１　全5巻) 佐藤多佳子著 偕成社 ヤングアダルト9/24

176 生き抜くための整体 ( １４歳の世渡り術 ) 片山洋次郎著 河出書房新社 ヤングアダルト9/12

177 わたし１３歳、恋を知らずに花嫁になる。 久保田恭代著
寺田聰子著
奈良崎文乃著合同出版 ヤングアダルト9/下

178 空へ ( Ｓｕｎｎｙｓｉｄｅ　Ｂｏｏｋｓ) いとうみく作
ｄａｎｎｙ絵小峰書店 ヤングアダルト9/上

179 わたしの心のなか ( 海外児童文学 ) シャロン・Ｍ・ドレイパー作
横山和江訳鈴木出版 ヤングアダルト9/19

180 親子で学ぶ英語図鑑　基礎からわかるビジュアルガイド キャロル・ヴォーダマン著
リーピン・リザーズ訳創元社 ヤングアダルト9/3

181 世界を変えた確率と統計のからくり１３４話 岩沢宏和著 ＳＢクリエィティブヤングアダルト9/19

182 鹿の王　上　‐‐生き残った者‐‐ 上橋菜穂子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡヤングアダルト9/24

183 鹿の王　下　‐‐還って行く者‐‐ 上橋菜穂子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡヤングアダルト9/24

184 時速４７メートルの疾走 吉野万理子著 講談社 ヤングアダルト9/29

185 ファンタズマゴーリア 岡崎祥久著 講談社 ヤングアダルト9/16

186 風味さんじゅうまる まはら三桃著 講談社 ヤングアダルト9/10

187 ほらホラＨｏｒｒｏｒの村 ( ここはボツコニアン４) 宮部みゆき著 集英社 ヤングアダルト9/26

188 ディッキーの幸運 Ｅ・ネズビット作
井辻朱美訳
永島憲江訳東京創元社 ヤングアダルト9/26


