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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 惑星カロン ( ハルチカシリーズ５ ) 初野晴著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 9/下
2 呪文 星野智幸著 河出書房新社 日本文芸書 9/10
3 遠い触覚 保坂和志著 河出書房新社 日本文芸書 9/25
4 激動　東京五輪１９６４ 大沢在昌著/今野敏著/藤田宜永著講談社 日本文芸書 9/15
5 ゴッドアイ 服部真澄著 講談社 日本文芸書 9/15
6 地上生活者５　邂逅と思索 李恢成著 講談社 日本文芸書 9/10
7 惑星の岸辺 梶村啓二著 講談社 日本文芸書 9/16
8 人生の道しるべ 宮本輝著/吉本ばなな著 集英社 日本文芸書 10/5
9 空に牡丹 大島真寿美著 小学館 日本文芸書 9/24

10 影の中の影 月村了衛著 新潮社 日本文芸書 9/18
11 校舎の静脈 日和聡子著 新潮社 日本文芸書 9/30
12 ひりつく夜の音 小野寺史宜著 新潮社 日本文芸書 9/18
13 カフェ、はじめます 岸本葉子著 中央公論新社 日本文芸書 9/10
14 出張料理・おりおり堂　 神無月～弥生 安田依央著 中央公論新社 日本文芸書 9/10
15 空にみずうみ 佐伯一麦著 中央公論新社 日本文芸書 9/18
16 たらふくつるてん 奥山景布子著 中央公論新社 日本文芸書 9/10
17 老後の資金がありません 垣谷美雨著 中央公論新社 日本文芸書 9/18
18 虚（ウツ）ろまんてぃっく 吉村萬壱著 文藝春秋 日本文芸書 9/10
19 テルアビブの犬 小手鞠るい著 文藝春秋 日本文芸書 9/9
20 羊と鋼の森 宮下奈都著 文藝春秋 日本文芸書 9/11
21 薬石としての本たち 南木佳士著 文藝春秋 日本文芸書 9/下
22 秋葉原先留交番ゆうれい付き 西條奈加著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 9/
23 きのうの影踏み 辻村深月著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 9/24
24 虚栄 久坂部羊著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 9/29
25 ギリギリ 原田ひ香著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 9/28
26 成熟のヒント（仮） 五木寛之著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 9/16
27 五右衛門の復讐 ( 悪道４ ) 森村誠一著 講談社 日本文芸書 9/16
28 Ａではない君と 薬丸岳著 講談社 日本文芸書 9/15
29 終わった人 内館牧子著 講談社 日本文芸書 9/16
30 虚人の星 島田雅彦著 講談社 日本文芸書 9/18
31 呉越春秋 ( 湖底の城６ ) 宮城谷昌光著 講談社 日本文芸書 9/16
32 琥珀のまたたき 小川洋子著 講談社 日本文芸書 9/9
33 うずら大名 畠中恵著 集英社 日本文芸書 9/25
34 天空の約束 川端裕人著 集英社 日本文芸書 9/25
35 我が家のヒミツ 奥田英朗著 集英社 日本文芸書 9/25
36 霧　ウラル 桜木紫乃著 小学館 日本文芸書 9/24
37 新しい十五匹のネズミのフライ 島田荘司著 新潮社 日本文芸書 9/30
38 犬の掟 佐々木譲著 新潮社 日本文芸書 9/18
39 ここは私たちのいない場所 白石一文著 新潮社 日本文芸書 9/30
40 となりのセレブたち 篠田節子著 新潮社 日本文芸書 9/18
41 嫌老社会を超えて 五木寛之著 中央公論新社 日本文芸書 9/18
42 消滅　ＶＡＮＩＳＨＩＮＧ　ＰＯＩＮＴ 恩田陸著 中央公論新社 日本文芸書 9/18
43 中野のお父さん 北村薫著 文藝春秋 日本文芸書 9/12
44 「いじめ」をめぐる物語 荻原浩著/小田雅久仁著/越谷オサム著/辻村深月著/中島さなえ著朝日新聞出版 日本文芸書 9/18
45 背面捜査 麻生幾著 朝日新聞出版 日本文芸書 9/18
46 そして、何も残らない 森晶麿著 幻冬舎 日本文芸書 9/8
47 貌なし 嶋中潤著 光文社 日本文芸書 9/16
48 鯨分限 伊東潤著 光文社 日本文芸書 9/16
49 始末屋直次郎（仮） 宮本紀子著 光文社 日本文芸書 9/16
50 上海航路の謎 岡田秀文著 光文社 日本文芸書 9/16
51 感情８号線 畑野智美著 祥伝社 日本文芸書 10/7
52 失恋天国 瀧羽麻子著 徳間書店 日本文芸書 9/7
53 エピローグ 円城塔著 早川書房 日本文芸書 9/16
54 猫の惑星（仮） 梶尾真治著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 10/7
55 犯人に告ぐ２  闇の蜃気楼 雫井脩介著 双葉社 日本文芸書 9/15
56 花咲小路二丁目の花乃子さん ( 花咲小路商店街シリーズ３ ) 小路幸也著 ポプラ社 日本文芸書 9/8
57 長篠の四人　信長の難題 鈴木輝一郎著 毎日新聞出版 日本文芸書 9/23
58 家族の哲学 坂口恭平著 毎日新聞出版 日本文芸書 9/23
59 マイストーリー 林真理子著 朝日新聞出版 日本文芸書 9/7
60 潮流　　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 9/上
61 アルテーミスの采配 真梨幸子著 幻冬舎 日本文芸書 9/下
62 風かおる 葉室麟著 幻冬舎 日本文芸書 9/下
63 プラージュ 誉田哲也著 幻冬舎 日本文芸書 9/下
64 悔いてのち 永瀬隼介著 光文社 日本文芸書 9/16
65 ワクチンＸ（エックス） 桂望実著 実業之日本社 日本文芸書 9/3
66 スーツケースの半分は 近藤史恵著 祥伝社 日本文芸書 10/7
67 和僑 楡周平著 祥伝社 日本文芸書 10/7
68 「不思議の国のアリス」の家 ヴァネッサ・タイト著/小林さゆり訳柏書房 外国文芸書 9/24
69 女たちのなかで ジョン・マクガハン著/東川正彦訳国書刊行会 外国文芸書 9/25
70 ナイト１ ( ウイザード・ナイト　全４巻 ) ジーン・ウルフ著/安野玲訳国書刊行会 外国文芸書 9/30
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71 ナイト２ ( ウイザード・ナイト　全４巻 ) ジーン・ウルフ著/安野玲訳国書刊行会 外国文芸書 9/30
72 べつの言葉で ( 新潮クレスト・ブックス ) ジュンパ・ラヒリ著/中嶋浩郎訳新潮社 外国文芸書 9/30
73 わが闘争　父の死 カール・オーヴェ・クナウスゴール著早川書房 外国文芸書 9/16
74 服従 ミシェル・ウエルベック著 河出書房新社 外国文芸書 9/15
75 エトワール広場 ※ ２０１４年度ノーベル文学賞受賞作品パトリック・モディアノ著 作品社 外国文芸書 9/下
76 心の死 エリザベス・ボウエン著 晶文社 外国文芸書 9/18
77 ある夢想者の肖像 スティーヴン・ミルハウザー著白水社 外国文芸書 9/24
78 密謀 ( ハヤカワ・ミステリ／カルニヴィア３　全３巻) ジョナサン・ホルト著 早川書房 外国文芸書 9/7
79 うま味凝縮・塩分控えめ・さらに時短！　凍り野菜レシピ 是友麻紀著 池田書店 くらしの実用書 9/24
80 ときめく　手編みのブランケット 渡部サト著 河出書房新社 くらしの実用書 9/10
81 ハロウィンパーティレシピ 木村幸子著 为婦の友社 くらしの実用書 9/9
82 中華小菓子　身体がよろこぶ小さくてかわいい薬膳の甘味 パン・ウェイ著 誠文堂新光社 くらしの実用書 9/9
83 みんなのニット帽５５ ( 別冊家庭画報　手編み時間) 世界文化社 くらしの実用書 9/30
84 かわいいキッズの定番パンツ　一年中使える！ 日本ヴォーグ社くらしの実用書 9/25
85 飛田和緒さんが習った　とびきりおいしいママのお菓子( 講談社のお料理ＢＯＯＫ ) 小黒きみえ著/飛田和緒著講談社 くらしの実用書 10/8
86 ＣＯＦＦＥＥ　ＢＯＯＫ アネッテ・モルドバー著 誠文堂新光社 くらしの実用書 9/9
87 世界の米料理 荻野恭子著 誠文堂新光社 くらしの実用書 9/4
88 ＴＰＯ別きものの髪型 山崎伊久江監修 世界文化社 くらしの実用書 9/9
89 便利で快適！　農家の手づくり野良着 農文協編 農山漁村文化協会くらしの実用書 9/15
90 子どもと作るハロウィン＆クリスマス（仮） ひかりのくに編集部編 ひかりのくに くらしの実用書 9/上
91 イラストレーターの仕事がわかる本 グラフィック社編集部編/竹永絵里編グラフィック社 ビジネス・くらしの経済9/5
92 ブックカフェを始めよう！ 日本ブックカフェ協会監修/河野真著青弓社 ビジネス・くらしの経済9/15
93 私たちと公共経済 ( 有斐閣ストゥディア ) 寺井公子著/肥前洋一著 有斐閣 ビジネス・くらしの経済9/中
94 １㎡からはじめる自然菜園 竹内考功著 学研マーケティングすまいと住宅 9/1
95 ５０代からの成功リフォーム ( 为婦の友生活シリーズ　ゆうゆうリビング) 为婦の友社編 为婦の友社 すまいと住宅 9/29
96 ひざ・股関節が痛い人のためのストレッチ（仮） 三木英之著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ健康と家庭の医学9/16
97 関節リウマチのことがよくわかる本 ( 健康ライブラリーイラスト版 ) 山中寿監修 講談社 健康と家庭の医学9/10
98 胃を切った人のおいしい回復レシピ３００ 千葉県がんセンター監修 为婦の友社 健康と家庭の医学9/11
99 女子のための髪育(ﾊﾂｲｸ)レッスン（仮） 浜中聡子監修 辰巳出版 健康と家庭の医学9/11

100 竹内先生の楽しくわかる解剖生理　人のからだにある“あな” 竹内修二監修 ナツメ社 健康と家庭の医学9/中
101 図解＜睡眠時無呼吸症候群＞を治す！　最新治療と正しい知識 白濱龍太郎監修 日東書院本社 健康と家庭の医学9/7
102 小規模多機能ホーム読本 山口健太郎編著/三浦研編著/石井敏編著ミネルヴァ書房教育と福祉 9/
103 最新版　食品に関する法律と実務がわかる本 佐伯龍夫編著 日本実業出版社くらしの法律 9/16
104 子ども法 大村敦志著/横田光平著/久保野恵美子著有斐閣 くらしの法律 9/中
105 医学の近代史 ( ＮＨＫブックス ) 森岡恭彦著 ＮＨＫ出版 歴史と紀行 9/25
106 空海 高村薫著 新潮社 歴史と紀行 9/28
107 滅びゆく日本の方言 佐藤亮一著 新日本出版社 日本の文化 9/10
108 日本の美　日本刀　Ｔｈｅ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｓｗｏｒｄ 稲田和彦監修 学研マーケティング日本の文化 9/25
109 和食　その魅力をたずねて（仮） 鳥居本幸代著 春秋社 日本の文化 9/
110 描かれる地獄　語られる地獄 田村正彦著 三弥井書店 日本の文化 9/上
111 ペルシア王は「天ぷら」がお好き？ ( ハヤカワ・ノンフィクション ) ダン・ジュラフスキー著 早川書房 世界の文化 9/16
112 パイナップルの歴史 ( 「食」の図書館 ) カオリ・オコナー著 原書房 世界の文化 9/下
113 検証　バブル失政 軽部謙介著 岩波書店 現代社会 9/25
114 親を送る 井上理津子著 集英社 現代社会 9/25
115 「インダストリー４．０」の衝撃 尾木蔵人著 東洋経済新報社現代社会 9/17
116 あなたの空き家問題 上田真一著 日本経済新聞出版社現代社会 9/24
117 安保法制の何が問題か 長谷部恭男編/杉田敦編 岩波書店 現代社会 9/11
118 ひとり、家で穏やかに死ぬ方法 川越厚著 为婦と生活社 現代社会 9/11
119 仁義なき宅配　ヤマトＶＳ佐川ＶＳ日本郵便ＶＳアマゾン 横田増生著 小学館 現代社会 9/2
120 脱出老人 水谷竹秀著 小学館 現代社会 9/15
121 ＪＡ解体 飯田康道著 東洋経済新報社現代社会 9/24
122 すぐそばにある「貧困」 大西連著 ポプラ社 現代社会 9/8
123 時を刻む湖 ( 岩波科学ライブラリー２４２ ) 中川毅著 岩波書店 サイエンス 9/9
124 人類を変えた素晴らしき１０の材料※ 英国王立協会ウィントン賞受賞作品マーク・ミーオドヴニク著 合同出版 サイエンス 9/25
125 地球の履歴書 ( 新潮選書 ) 大河内直彦著 新潮社 サイエンス 9/25
126 ひとりで探せる　川原や海辺のきれいな石の図鑑 柴山元彦著 創元社 サイエンス 9/16
127 人体六〇〇万年史　上 ( ハヤカワ・ポピュラー・サイエンス) ダニエル・Ｅ・リーバーマン著早川書房 サイエンス 9/18
128 人体六〇〇万年史　下 ( ハヤカワ・ポピュラー・サイエンス) ダニエル・Ｅ・リーバーマン著早川書房 サイエンス 9/18
129 ホンダジェット 前間孝則著 新潮社 テクノロジー 9/25
130 トコトンやさしい電気化学の本 ( 今日からモノ知りシリーズ ) 石原顕光著 日刊工業新聞社テクノロジー 9/25
131 ＡＩは人類を救うか　ＡＩの歴史、現在、未来 ジョージ・ザルカダキス著 日経ＢＰマーケティングテクノロジー 9/14
132 名画の謎を解き明かす　アトリビュート・シンボル図鑑( ビジュアル選書 ) 平松洋著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ芸術・スポーツ 9/16
133 芸術がわからなくても、美術館がすごく楽しくなる本 藤田令伊著 秀和システム 芸術・スポーツ 9/
134 一眼レフカメラ・写真のきほん（仮） 中村規監修 西東社 芸術・スポーツ 9/上
135 尾形光琳 ( 別冊太陽　日本のこころ２３２) 河野元昭監修 平凡社 芸術・スポーツ 9/
136 絵本と社会 ( 絵本学講座３　全４巻 ) 松本猛編/石井光惠編/中川素子編朝倉書店 ライブラリアン 9/4
137 ハロウィーンの星めぐり ウォルター・デ・ラ・メア詩/カロリーナ・ラベイ絵岩崎書店 児童読み物 9/
138 新たな旅立ち ( アサギをよぶ声２ ) 森川成美作/スカイエマ絵偕成社 児童読み物 9/14
139 つちたち ミロコマチコ作・絵 学研マーケティング児童読み物 9/8
140 ごいっしょにどうぞ くすのきしげのり作/武田美穂絵廣済堂あかつき児童読み物 9/10
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141 オルゴールのくるくるちゃん ( 講談社の創作絵本 ) こみねゆら作・絵 講談社 児童読み物 9/24
142 はっきょい　どーん ( 講談社の創作絵本 ) やまもとななこ作・絵 講談社 児童読み物 9/1
143 ぱれーど ( 講談社の創作絵本 ) 山村浩二作・絵 講談社 児童読み物 9/15
144 ゴリラのおとうちゃん 三浦太郎作・絵 こぐま社 児童読み物 9/8
145 おならをならしたい 鈴木のりたけ作・絵 小学館 児童読み物 9/16
146 カエルくんの　たんこぶ ( チューリップえほんシリーズ) 宮西達也作・絵 鈴木出版 児童読み物 9/10
147 じどうしゃトロット ( 世界のえほん９ ) ユリ・シュルヴィッツ作・絵そうえん社 児童読み物 9/
148 おかあさんのおべんとう ( 絵本・こどものひろば３２ ) たるいしまこ作・絵 童心社 児童読み物 9/
149 おねえちゃんにあった夜 シェフ・アールツ文/マリット・テルンクヴィスト絵/長山さき訳徳間書店 児童読み物 9/1
150 どろだんごと　たごとのつきまつり 飯野和好作・絵 ＢＬ出版 児童読み物 9/10
151 セッセとヨッコラ　ひみつのプレゼントさくせん 高畠那生作・絵 フレーベル館 児童読み物 9/17
152 なんで？ トレーシー・コーデュロイ作/ティム・ワーンズ絵/三辺律子訳ブロンズ新社 児童読み物 9/中
153 アカシア書店営業中！ ( スプラッシュ・ストーリーズ２４) 濱野京子作/森川泉絵 あかね書房 児童読み物 9/中
154 かごにのって ( うららちゃんの　のりものえほん６) とよたかずひこ作・絵 アリス館 児童読み物 9/中
155 エドワードとうま アン・ランド文
オーレ・エクセル絵
谷川俊太郎訳岩波書店 児童読み物 9/15
156 長崎ものがたり　お船が出る日 小林豊文・絵 岩波書店 児童読み物 9/10
157 天と地の方程式２ 富安陽子著/五十嵐大介絵講談社 児童読み物 9/16
158 ２分の１成人式 ( 文学の扉 ) 井上林子作/スタジオコロリド絵講談社 児童読み物 9/17
159 すてきなわがや ( としょかんねずみ５　 ) ダニエル・カーク作・絵/わたなべてつた訳瑞雲舎 児童読み物 9/15
160 たけとり編 ( おしゃれさんの茶道はじめて物語４) 永井郁子著 淡交社 児童読み物 9/16
161 ルイージといじわるなへいたいさん ルイス・スロボドキン作・絵徳間書店 児童読み物 9/1
162 テレビのずるやすみ ( 「わがままおやすみ」シリーズ) 村上しいこ作/長谷川義史絵ＰＨＰ研究所 児童読み物 9/10
163 ふまんがあります ヨシタケシンスケ作・絵 ＰＨＰ研究所 児童読み物 9/18
164 金のおさら 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 10/10
165 くつやのドラテフカ　ーポーランドの昔話ー( 世界傑作絵本シリーズ ) ヤニーナ・ポラジンスカ文/ワンダ・オルリンスカ絵福音館書店 児童読み物 9/16
166 ぼくたちに翼があったころ　コルチャック先生と１０７人の子どもたち( 世界傑作童話シリーズ ) タミ・シェム＝トヴ作/岡本よしろう画福音館書店 児童読み物 9/16
167 がれきのなかの小鳥 カーリ・ビーセルス作/　松本春野絵文溪堂 児童読み物 9/下
168 どうぶつえんは　おおさわぎ ( えほんのもり ) 二宮由紀子作/あべ弘士絵文研出版 児童読み物 9/30
169 子犬のきららと捨て犬・未来 今西乃子著/浜田一男写真岩崎書店 児童ノンフィクション9/
170 世界の音楽　なんでも事典＜ＡＲ付＞ ジョー・フルマン著/奥田祐士訳岩崎書店 児童ノンフィクション9/
171 伝説のメジャーリーガー　デレク・ジーター２ デレク・ジータ著/ポール・マンテル著岩崎書店 児童ノンフィクション9/
172 こんなとき、どうする？　介助・救急 ( おばあちゃん、おじいちゃんを知る本３　全４巻　１配) 望月彬也監修/小島喜孝ほか編/江頭恵子文/水野あきら絵大月書店 児童ノンフィクション9/20
173 あんな形　こんな役割　橋の大解剖( 調べる学習百科 ) 五十畑弘監修 岩崎書店 児童ノンフィクション9/
174 火山噴火 ( 楽しい調べ学習シリーズ ) 高田亮監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション9/17
175 さかなだってねむるんです ( ふしぎいっぱい写真絵本２８) 伊藤勝敏写真/嶋田泰子文ポプラ社 児童ノンフィクション9/上
176 材木‐丸太と板 ( 木と日本人１　全３巻 ) ゆのきようこ監修・文/長谷川哲雄樹木画理論社 児童ノンフィクション9/中
177 おいぼれミック バリ・ライ著/岡本さゆり訳あすなろ書房 ヤングアダルト 9/下
178 発信力の育て方 ( １４歳の世渡り術 ) 外岡秀俊著 河出書房新社 ヤングアダルト 9/15
179 走れ、風のように マイケル・モーパーゴ著 評論社 ヤングアダルト 9/下
180 消えた王 ( カーシア国シリーズ２　全３巻) ジェニファー・Ａ・ニールセン著ほるぷ出版 ヤングアダルト 9/中
181 小説の書きかた 須藤靖貴著 講談社 ヤングアダルト 9/3
182 中高生のための科学自由研究ガイド ターニャ・Ｍ・ヴィッカーズ著/西本昌司ほか監・訳三省堂 ヤングアダルト 9/1
183 失われたものたちの本 ※ 全米図書館協会アレックス賞受賞作品ジョン・コナリー著 東京創元社 ヤングアダルト 9/30


