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1 ＷＯＬＦ　ウルフ 柴田哲孝著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 2/26

2 男役 中山可穂著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 2/27

3 おまめごとの島 中澤日菜子著 講談社 日本文芸書 2/18
4 サンティアゴの東　渋谷の西 瀧羽麻子著 講談社 日本文芸書 2/18
5 ｔｈｅ　ＳＩＸ　ザ・シックス 井上夢人著 集英社 日本文芸書 3/5
6 幸せ嫌い 平安寿子著 集英社 日本文芸書 2/26
7 花とアリス殺人事件 乙一著
岩井俊二著小学館 日本文芸書 2/4
8 乙女の家 朝倉かすみ著 新潮社 日本文芸書 2/20
9 影媛 高尾長良著 新潮社 日本文芸書 2/27

10 残夢の骸 ( 満州国演義９ ) 船戸与一著 新潮社 日本文芸書 2/20
11 朦朧戦記 清水義範著 新潮社 日本文芸書 2/20
12 をちこちさんとわたし 小島水青著 中央公論新社 日本文芸書 2/10
13 となりの女神 山下貴光著 中央公論新社 日本文芸書 2/10
14 永い言い訳 西川美和著 文藝春秋 日本文芸書 2/下
15 レオナルドの扉 真保裕一著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 2/27
16 刑事群像 香納諒一著 講談社 日本文芸書 2/18
17 千日のマリア 小池真理子著 講談社 日本文芸書 2/17
18 裏が、幸せ。 酒井順子著 小学館 日本文芸書 2/25
19 Ｓｔｏｒｙ　ｏｆ　Ｕｊｉ　小説 源氏物語 林真理子著 小学館 日本文芸書 2/24
20 宰相Ａ 田中慎弥著 新潮社 日本文芸書 2/27
21 死んでたまるか 伊東潤著 新潮社 日本文芸書 2/20
22 電車道 磯﨑憲一郎著 新潮社 日本文芸書 2/27
23 ブラック　オア　ホワイト 浅田次郎著 新潮社 日本文芸書 2/20
24 僕とおじさんの朝ごはん 桂望実著 中央公論新社 日本文芸書 2/25
25 ナナフシ 幸田真音著 文藝春秋 日本文芸書 2/下
26 無銭横町 西村賢太著 文藝春秋 日本文芸書 2/下
27 夢をまことに 山本兼一著 文藝春秋 日本文芸書 2/中
28 ラ・ミッション　－軍事顧問ブリュネ－ 佐藤賢一著 文藝春秋 日本文芸書 2/下
29 わたしたちはその赤ん坊を応援することにした 朝倉かすみ著 幻冬舎 日本文芸書 2/9
30 一二月八日の幻影＇仮（ ※ 第１８回日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作品直原冬明著 光文社 日本文芸書 2/17
31 ホケツ！ 小野寺史宜著 祥伝社 日本文芸書 2/9
32 ロストデイズ 大崎善生著 祥伝社 日本文芸書 2/9
33 朽ちないサクラ 柚月裕子著 徳間書店 日本文芸書 2/10
34 女たちの審判 ※ 第６回日経小説大賞受賞作品紺野仲右ヱ門著 日本経済新聞出版社日本文芸書 2/18
35 異邦人＇ｲﾘﾋﾞﾄ（ 原田マハ著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 2/24
36 睦月童＇ﾑﾂｷﾜﾗｼ（ 西條奈加著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 2/24
37 リバース 相場英雄著 双葉社 日本文芸書 2/17
38 精鋭 今野敏著 朝日新聞出版 日本文芸書 2/6
39 有頂天家族　二代目の帰朝 森見登美彦著 幻冬舎 日本文芸書 2/24
40 火星に住むつもりかい？＇仮（ 伊坂幸太郎著 光文社 日本文芸書 2/17
41 くるすの残光４　天の庭 仁木英之著 祥伝社 日本文芸書 2/9
42 スパイス＆ハーブ活用事典 ( 贅沢時間 ) Ｓ＆Ｂ食品監修
榊田千佳子監修学研マーケティング日本文芸書 2/24
43 「ステキだね」と言われる女性になる本 西出ひろ子監修 学研マーケティング日本文芸書 2/3
44 １品で野菜１００ｇを確実に食べられるお弁当おかず 石澤清美著 主婦の友社 日本文芸書 2/20
45 はじめてのこねないパン 藤田千秋著 主婦の友社 日本文芸書 2/12
46 まっすぐ切って、まっすぐ縫うだけのバッグ 添田有美著 西東社 日本文芸書 2/6
47 小さな子どものためのかわいい朋 堀江直子著 文化出版局 日本文芸書 2/26
48 はじめてのミシン　レッスンＢＯＯＫ 添田有美監修 学研マーケティングくらしの実用書2/24
49 「使いきる。」レシピ　有元葉子の”しまつ”な台所術( 講談社のお料理ＢＯＯＫ) 有元葉子著 講談社 くらしの実用書2/26
50 煮もの 斉藤辰夫著 主婦と生活社 くらしの実用書2/6
51 アレルギーっ子のごはんとおやつ 伊藤浩明監修
楳村春江監修主婦の友社 くらしの実用書2/12
52 犬の介護に役立つ本 本田英隆監修
高垣育著　　　　　　　　上田泰正著山と渓谷社 くらしの実用書2/19
53 危機と雇用　災害の労働経済学 玄田有史著 岩波書店 ビジネス・くらしの経済2/25
54 図解　はじめての株 ( お金のきほん ) 辻庸介監修 学研マーケティングビジネス・くらしの経済2/17
55 自立した子どもを育てるお金の本 ( 廣済堂ベストムック／お金の教科書シリーズ) 畠中雅子監修 廣済堂出版 ビジネス・くらしの経済2/24
56 マーケット・デザイン　オークションとマッチングの経済学( 講談社選書メチエ ) 川越敏司著 講談社 ビジネス・くらしの経済2/10
57 ＮＰＯの人って、どうやって食べているの？＇仮（ 乙武洋匡著
佐藤大吾著日経ＢＰマーケティングビジネス・くらしの経済3/4
58 はじめての寄せ植えレッスンＢＯＯＫ 上田広樹監修 学研マーケティングすまいと住宅2/17
59 暮らしを素敵にする小さな庭づくり　 廣済堂出版 すまいと住宅2/26
60 築何年？　炭素で調べる民家の年代研究最前線( 歴博フォーラム ) 坂本稔編 吉川弘文館 すまいと住宅2/15
61 大人の発達障害〈アスペルガー症候群・ＡＤＨＤ〉シーン別解決ブック( 新実用ＢＯＯＫＳ ) 司馬理英子著 主婦の友社 健康と家庭の医学2/20
62 スーパー図解　尿路結石症 坂本善郎著 法研 健康と家庭の医学2/1
63 不眠の悩みを解消する本 三島和夫著 法研 健康と家庭の医学2/1
64 共働き子育てを成功させる５つの鉄則 普光院亜紀著 集英社 教育と福祉 2/26
65 根拠と効果がわかる　介護のための口腔ケア＆体操＆レク 世田谷区社会福祉事業団芦花ホーム監修誠文堂新光社 教育と福祉 2/
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66 認知症の「家族」と暮らす技術 奥村歩著 世界文化社 教育と福祉 2/13
67 事業者必携　最新　育児・出産・介護の法律と実践書式サンプル４３ 林智之著 三修社 くらしの法律 2/28
68 京の色百科 河出書房新社編集部編河出書房新社 日本の文化 2/16
69 戦国の日本語　 五百年前の読み・書く・話す ( 河出ブックス ) 今野真二著 河出書房新社 日本の文化 2/10
70 幻燈スライドの博物誌　プロジェクション・メディアの考古学 土屋紳一編著
大久保遼編著青弓社 日本の文化 2/25
71 漢語百題 岸田知子著 大修館書店 日本の文化 2/19
72 仰げば尊し　幻の原曲発見と「小学歌唱集」全軌跡 安田寛編
ヘルマン・ゴチェフスキ著
櫻井雅人著東京堂出版 日本の文化 2/10
73 江戸の暮らし図鑑　女性たちの日常 菊地ひと美著 東京堂出版 日本の文化 2/10
74 遊楽としての近世天皇即位式 森田登代子著 ミネルヴァ書房日本の文化 2/
75 天空の文学史　雲・雪・風・雨 鈴木健一編 三弥井書店 日本の文化 2/
76 引札　明治・大正の広告メディア＇仮（ 熊倉一紗著 吉川弘文館 日本の文化 2/25
77 図説　中世ヨーロッパの暮らし ( ふくろうの本／世界の歴史) 河原温著
堀越宏一著河出書房新社 世界の文化 2/19
78 知識ゼロからの教会入門 船本弘毅著 幻冬舎 世界の文化 2/24
79 日本編２　世界を越えて生きる叡智の結晶 ( 土木遺産４ ) 建設コンサルタンツ協会編著ダイヤモンド社世界の文化 2/13
80 テクノロジーが雇用の７５％を奪う マーティン・フォード著
秋山勝訳朝日新聞出版 現代社会 2/20
81 証言記録　東日本大震災３　 ( 全３巻 ) ＮＨＫ東日本大震災プロジェクト著ＮＨＫ出版 現代社会 2/26
82 第三の産業革命　経済と労働の変化 ( 角川インターネット講座１０) 山形浩生著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ現代社会 2/23
83 境界の民　難民、遺民、抵抗者。国と国との狭間に立つ人びと 安田峰俊著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ現代社会 2/27
84 自分で選ぶ老後の住まい方・暮らし方＇仮（ コミュニティネットワーク協会監修彩流社 現代社会 2/25
85 ひきこもる人と歩む 青木道忠著
関山美子ほか著新日本出版社 現代社会 2/26
86 知財立国が危ない 荒井寿光著
馬場練成著日本経済新聞出版社現代社会 2/12
87 環＇メグ（りの海　竹島と尖閣　国境地域からの問い 琉球新報著
山陰中央新報著岩波書店 現代社会 2/25
88 産廃処理が一番わかる ( しくみ図解 ) 上川路宏著 技術評論社 現代社会 2/4
89 子どもたちを幸せにするチョコレート＇仮（ 白木朊子著 合同出版 現代社会 2/中
90 日本大改造２０３０　絶対に知っておきたいこの国を変える２００事業　 日経コンストラクション著日経ＢＰマーケティング現代社会 2/20
91 エボラ出血熱とエマージングウイルス ( 岩波科学ライブラリー２３５) 山内一也著 岩波書店 サイエンス 2/4
92 完治　ＨＩＶに勝利した二人のベルリン患者の物語 ナターリア・ホルト著
矢野真千子訳岩波書店 サイエンス 2/26
93 脳がつくる３Ｄ世界＇仮（　立体視のなぞとしくみ ( ＤＯＪＩＮ選書６４ ) 藤田一郎著 化学同人 サイエンス 2/下
94 絵でわかる麹のひみつ ( 絵でわかるシリーズ ) 小泉武夫著
おのみさ絵・レシピ講談社 サイエンス 2/25
95 ツバメの謎　ツバメの繁殖行動は進化する！？ 北村亘編 誠文堂新光社 サイエンス 2/上
96 日本の土　地質学が明かす黒土と縄文文化 山野井徹著 築地書館 サイエンス 2/下
97 デジタルの作法 ( 角川ＥＰＵＢ選書 ) 宮田健著 ＫＡＤＯＫＡＷＡテクノロジー 2/12
98 トコトンやさしい鋳造の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 西直美著
平塚貞人著日刊工業新聞社テクノロジー 2/20
99 レイアウトの基本ルール＇仮（ 大崎善治著 グラフィック社 芸術・スポーツ3/5

100 もっと知りたいマグリット　生涯と作品 ( ＴｏＢｉ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ ) 南雄介監修
福満葉子著東京美術 芸術・スポーツ2/26
101 若冲百図　生誕三百年記念 ( 別冊太陽　日本のこころ２２７) 小林忠監修 平凡社 芸術・スポーツ2/
102 ジャガーとのやくそく アラン・ラビノヴィッツ作
カティア・チエン絵　　　美馬しょうこ訳あかね書房 児童読み物 2/中
103 アルカーディのゴール ユージン・イェルチン作・絵
若林千鶴訳岩波書店 児童読み物 2/13
104 シンデレラ バーバラ・マクリントック再話・絵
福本友美子訳岩波書店 児童読み物 2/18
105 だるまなんだ２ おおなり修司文　　　　　丸山誠司絵絵本館 児童読み物 2/下
106 ヘンテコはみがきこ 宮西達也作・絵 学研マーケティング児童読み物 2/17
107 あ、はるだね ( 講談社の翻訳絵本 ) ジュリー・フォリアーノ作
エリン・Ｅ.ステッド絵
金原瑞人訳講談社 児童読み物 2/12
108 いちねんせいに　なったから！　いちねんせいの１年間( 講談社の創作絵本 ) くすのきしげのり作
田中六大絵講談社 児童読み物 2/25
109 ドン・キホーテ　クラシックバレエ おひめさま物語 石崎洋司作
平澤朊子絵講談社 児童読み物 2/12
110 ドラゴン王様になる ( 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 2/中
111 おーばあちゃんはきらきら ( 福音館創作童話シリーズ) たかどのほうこ作
こみねゆら絵福音館書店 児童読み物 2/10
112 がっこうのおばけずかん　おきざりランドセル ( 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 2/20
113 季節と行事のよみきかせ絵本　ひみつ　ひみつの　ひなまつり( 講談社の創作絵本 ) 鈴木真実作・絵 講談社 児童読み物 2/17
114 ももんが　もんじろう ( 講談社の創作絵本 ) 村上康成作・絵 講談社 児童読み物 3/3
115 モンスター・ホテルでひみつのへや 柏葉幸子作
高畠純絵小峰書店 児童読み物 2/下
116 おおきな３びき　ゆうえんちへいく クリス・ウォーメル作・絵
小風さち訳徳間書店 児童読み物 2/13
117 カエサルくんと本のおはなし ( 福音館の科学シリーズ) いけがみしゅんいち文
せきぐちよしみ絵福音館書店 児童読み物 2/10
118 はるのおとがきこえるよ マリオン・ダーン・バウアー文
ジョン・シェリー絵
片山令子訳ブロンズ新社 児童読み物 2/中
119 かぜ・くうき・みずであそぼ ( はじめての手づくり科学あそび３　全３巻) 塩見啓一監修
西博志文・おもちゃ制作
こばようこ絵アリス館 児童ノンフィクション2/
120 演じてみよう「寿限無」 ( 林家木久扇のみんなが元気なる学校寄席入門３　全４巻) こどもくらぶ編著
林家木久扇監修出演彩流社 児童ノンフィクション2/上
121 演じてみよう「時そば」 ( 林家木久扇のみんなが元気なる学校寄席入門４　全４巻) こどもくらぶ編著
林家木久扇監修出演彩流社 児童ノンフィクション2/下
122 雪や氷のうえで競う！　冬の競技 ( まるわかり！　パラリンピック５　全５巻) 日本障がい者スポーツ協会監修文研出版 児童ノンフィクション2/下
123 くつ ( ビジュアルでわかる　世界ファッションの歴史５　全５巻) ヘレン・レイノルズ文
徳井淑子監修ほるぷ出版 児童ノンフィクション2/27
124 原爆はこうしてつくられ、そして盗まれた＇仮（ ( ２０１３年全米図書館協会ヤングアダルト・ノンフィクション賞受賞作品) スティーヴ・シャンキン著
梶山あゆみ訳紀伊國屋書店 ヤングアダルト2/下
125 魔使いの復讐 ( 創元ブックランド ) ジョセフ・ディレイニー著　　　　　　　　　　　　　佐竹美保絵　　　　　　　　　　　　　　
田中亜希子訳東京創元社 ヤングアダルト2/25
126 ハーレムの闘う本屋　ルイス・ミショーの生涯 ( ２０１２年ボストングローブホーンブック賞受賞作品) ヴォーンダ・ミショー・ネルソン著
原田勝訳あすなろ書房 ヤングアダルト2/下
127 原発事故で、生きものたちに何がおこったか。 永幡嘉之写真・文岩崎書店 ヤングアダルト2/中
128 あまねく神竜住まう国 荻原規子著 徳間書店 ヤングアダルト2/13


