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1 あやしい探検隊　台湾ニワトリ島乱入 椎名誠著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 4/2

2 一私小説書きの日乗　遥道の章 西村賢太著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 4/

3 総理に告ぐ（仮） 永瀬隼介著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 4/27

4 娘役（仮） 中山可穂著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 4/

5 ＫＵＨＡＮＡ！ 秦建日子著 河出書房新社日本文芸書 4/上

6 筆跡はお見とおし 山下貴光著 河出書房新社日本文芸書 4/25

7 彼女がエスパーだったころ 宮内悠介著 講談社 日本文芸書 4/19

8 クロコダイル路地１ 皆川博子著 講談社 日本文芸書 4/19

9 クロコダイル路地２ 皆川博子著 講談社 日本文芸書 4/19

10 殉教者 加賀乙彦著 講談社 日本文芸書 4/20

11 もったいないばあさん日記 真珠まりこ作・絵講談社 日本文芸書 4/22
12 リボルバー・リリー 長浦京著 講談社 日本文芸書 4/19
13 ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード( 東京バンドワゴン11) 小路幸也著 集英社 日本文芸書 4/26
14 本懐に候 山本音也著 小学館 日本文芸書 4/11
15 うた合わせ　北村薫の百人一首 北村薫著 新潮社 日本文芸書 4/22
16 オレンジシルク 神田茜著 新潮社 日本文芸書 4/27
17 防諜捜査 ( 倉島警部補シリーズ) 今野敏著 文藝春秋 日本文芸書 4/下
18 この日のために　上 幸田真音著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 4/
19 この日のために　下 幸田真音著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 4/
20 葵の月 梶よう子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 4/
21 アカガミ 窪美澄著 河出書房新社日本文芸書 4/8
22 大きな鳥にさらわれないよう 川上弘美著 講談社 日本文芸書 4/20
23 屋上の道化たち ( 御手洗潔シリーズ) 島田荘司著 講談社 日本文芸書 4/25
24 ラストショウ（仮） 横関大著 講談社 日本文芸書 4/19
25 若様とロマン 畠中恵著 講談社 日本文芸書 4/22
26 イノセント 島本理生著 集英社 日本文芸書 4/26
27 求愛 瀬戸内寂聴著集英社 日本文芸書 5/2
28 ジャッカ・ドフニ　海の記憶の物語 津島佑子著 集英社 日本文芸書 5/2
29 なにもないことが多すぎる 片山恭一著 小学館 日本文芸書 4/25
30 イヤシノウタ 吉本ばなな著 新潮社 日本文芸書 4/27
31 サラバンド・サラバンダ 藤沢周著 新潮社 日本文芸書 4/27
32 ニセモノの妻 三崎亜記著 新潮社 日本文芸書 4/22
33 彼女に関する十二章 中島京子著 中央公論新社日本文芸書 4/7
34 スクープの卵 大崎梢著 文藝春秋 日本文芸書 4/下
35 ままならないから私とあなた 朝井リョウ著 文藝春秋 日本文芸書 4/上
36 死仮面 折原一著 文藝春秋 日本文芸書 4/上
37 質問　老いることはいやですか？ 落合恵子著 朝日新聞出版日本文芸書 4/7
38 怪物率（仮） 森晶麿著 光文社 日本文芸書 4/18
39 ソウル行最終便 安東能明著 祥伝社 日本文芸書 4/20
40 テミスの休息 藤岡陽子著 祥伝社 日本文芸書 4/11
41 自殺予定日                                                                                                                                                         秋吉理香子著東京創元社 日本文芸書 4/28
42 ノッキンオン・ロックドドア 青崎有吾著 徳間書店 日本文芸書 4/8
43 疾風に折れぬ花あり 中村彰彦著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 4/7
44 小さな本の大きな世界 長田弘著 酒 クレヨンハウス日本文芸書 4/7
45 天下一の軽口男 木下昌輝著 幻冬舎 日本文芸書 4/5
46 硝子の太陽　ルージュ ( 姫川玲子シリーズ) 誉田哲也著 光文社 日本文芸書 4/
47 向田理髪店（仮） 奥田英朗著 光文社 日本文芸書 4/18
48 モップの精は旅に出る 近藤史恵著 実業之日本社日本文芸書 4/7
49 辛夷の花 葉室麟著 徳間書店 日本文芸書 4/8
50 純情必死剣　からたけ割り 池永陽著 双葉社 日本文芸書 4/19
51 マチネの終わりに 平野啓一郎著毎日新聞出版日本文芸書 4/8
52 裏切りの晩餐 オレン・スタインハウアー著 上岡伸雄訳岩波書店 外国文芸書 4/21
53 あの素晴らしき七年 ( 新潮クレスト・ブックス) エトガル・ケレット著 秋元孝文訳新潮社 外国文芸書 4/27
54 老生 賈平凹著 吉田富夫訳中央公論新社外国文芸書 4/20
55 過ぎ去りし世界 ( ハヤカワ・ミステリ) デニス・ルヘイン著 加賀山卓朗訳早川書房 外国文芸書 4/6
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56 ベスト・ストーリーズ　２ ( 全3巻 ) 若島正編 早川書房 外国文芸書 4/21
57 不倫（仮） パウロ・コエーリョ著 木下眞穂訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ外国文芸書 4/
58 パンドラの少女 Ｍ・Ｒ・ケアリー著 茂木健訳東京創元社 外国文芸書 4/28
59 蒲公英（ダンデライオン）王朝記　巻ノ一　諸王の誉れ( 新☆ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ) ケン・リュウ著 古沢嘉通訳早川書房 外国文芸書 4/21
60 かぎ針編みのスリッパ＆サンダル（仮） 藤田智子著 能勢まゆみ著 甲斐直子著 佐藤千緒ほか著エクスナレッジくらしの実用書 4/25
61 長生きごはん ゆうゆう倶楽部編主婦の友社 くらしの実用書 4/30
62 ノンシュガー＆ノンオイルで作るアイスクリーム、シャーベット今井洋子著 主婦の友社 くらしの実用書 4/20
63 季節のおうち寿司（仮） 岡田大介著 ＰＨＰ研究所 くらしの実用書 4/4
64 ハンドメイド作家になりませんか？ ( ブティックムック１２７９) ブティック社 くらしの実用書 4/27
65 エプロンとエプロンみたいなワンピース 藁谷真生（ﾜﾗｶﾞｲﾏｵ）著文化出版局 くらしの実用書 4/上
66 食品の保存テク　便利帳　選び方ポイント付き( 学研実用ＢＥＳＴ暮らしのきほんＢＯＯＫＳ) 村田容常監修学研プラス くらしの実用書 4/19
67 切らずにできる着物の作り帯 和らく会著 河出書房新社くらしの実用書 4/11
68 毎日のお味噌汁（仮） 平山由香著 ＫＴＣ中央出版くらしの実用書 4/中
69 男の“ええ加減”料理はフライパンひとつ　６０歳からの自立飯入門( 講談社のお料理ＢＯＯＫ) 石蔵文信著 講談社 くらしの実用書 4/7
70 こうすればできる！　ダンボールコンポスト（仮） 有機農産物普及・堆肥化推進協会編合同出版 くらしの実用書 4/下
71 親子で楽しむ手形アート やまざきさちえ著日本文芸社 くらしの実用書 4/7
72 ローカル仕事図鑑　新天地のハローワーク( Ｌｏｃａｌ　Ｌｉｆｅ　Ｂｏｏｋ) デコ編著 技術評論社 ビジネス・くらしの経済4/11
73 ビジネスマンのための今さら聞けない経済教室（仮） 池田信夫著 東洋経済新報社ビジネス・くらしの経済4/28
74 Ｑ＆Ａ　すぐわかる軽減税率 日本経済新聞社編日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済4/5
75 ３語で学ぶ会計 山田咲道著 日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済4/25
76 「信託」の基本と使い方がわかる本 菅野真美著 日本実業出版社ビジネス・くらしの経済4/27
77 図解　知識ゼロからの林業入門 関岡東生監修家の光協会 すまいと住宅 4/25
78 ３Ｄ間取りの教科書 建築知識編 エクスナレッジすまいと住宅 4/下
79 しくみ図解　空調設備が一番わかる 大高敏男監修技術評論社 すまいと住宅 4/15
80 農家が教える　ナスつくり 農文協編 農山漁村文化文協会すまいと住宅 4/15
81 食虫植物・おもしろ植物 ( ブティックムック１２８９) ブティック社 すまいと住宅 4/22
82 「寝たきり」にならない　筋肉のつけ方（仮） 荒井秀典著 河出書房新社健康と家庭の医学4/25
83 子どものアトピー性皮膚炎　正しい治療法( 健康ライブラリーイラスト版) 江藤隆史監修講談社 健康と家庭の医学4/11
84 消化器トラブル（仮） 指山浩志著 彩流社 健康と家庭の医学4/25
85 図解　決定版　すい臓の病気と最新治療＆予防法（仮） 伊佐地秀司監修日東書院本社健康と家庭の医学4/上
86 図解よくわかるパーキンソン病の最新治療とリハビリのすべて（仮）作田学監修 日東書院本社健康と家庭の医学4/上
87 認知症は早期発見で予防できる 青柳由則著 文藝春秋 健康と家庭の医学4/下
88 ウルトラ図解　甲状腺の病気 伊藤公一著 法研 健康と家庭の医学4/1
89 アスペルガーの子の進学、就職ガイド（仮） 塩川宏郷著 河出書房新社教育と福祉 4/20
90 子どものスマホ・トラブル対応ガイド 安川雅史編著ぎょうせい 教育と福祉 4/中
91 フランスのパパはあわてない リオネル・パイユ著 ブノワ・ル・ゴエデック著ＣＣＣメディアハウス教育と福祉 4/19
92 学校図書館を彩る　切り絵かざり ＣＨＩＫＵ（チクゥ）著少年写真新聞社教育と福祉 4/下
93 子どもがどんどん整理整頓したくなる！　お片づけ帖 カール友波著 永岡書店 教育と福祉 4/10
94 すぐ実践できる情報スキル５０ 塩谷京子編著ミネルヴァ書房教育と福祉 4/
95 選択的夫婦別氏制　これまでとこれから 滝沢聿代（ｲﾂﾖ）著三省堂 くらしの法律 4/下
96 障害者差別解消法　事業者のための対応指針（ガイドライン）中央法規出版編集部編中央法規出版くらしの法律 4/上
97 消費者法制対応ハンドブック 西村あさひ法律事務所著日経ＢＰマーケティングくらしの法律 4/27
98 忍者の歴史（仮） 山田雄司著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ歴史と紀行 4/25
99 江戸諸國四十七景　名所絵を旅する( 講談社選書メチエ６２２) 鈴木健一著 講談社 歴史と紀行 4/11

100 鉄道の歴史 クリスチャン・ウォルマー著 北川玲訳創元社 歴史と紀行 4/13
101 貨幣の「新」世界史 ( ハヤカワ・ノンフィクション) カビール・セガール著 小坂恵理訳早川書房 歴史と紀行 4/21
102 もういちど読む　山川日本戦後史 老川慶喜著 山川出版社 歴史と紀行 4/22
103 幕臣たちは明治維新をどう生きたのか 樋口雄彦著 洋泉社 歴史と紀行 4/1
104 赤米のたどった道　もうひとつの日本のコメ 福嶋紀子著 吉川弘文館 歴史と紀行 4/15
105 近衞家名宝からたどる　宮廷文化史 田島公編 笠間書院 日本の文化 4/上
106 仏典入門（仮） 末木文美士著ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本の文化 4/
107 金太郎の母を探ねて　母子をめぐる日本のカタリ( 講談社選書メチエ６２１) 西川照子著 講談社 日本の文化 4/11
108 日本語の謎を解く ( 新潮選書 ) 橋本陽介著 新潮社 日本の文化 4/22
109 納豆のはなし 石塚修著 大修館書店 日本の文化 4/25
110 オリーブの歴史 ( 「食」の図書館 ) ファブリーツァ・ランツァ著 伊藤綺訳原書房 世界の文化 4/下
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111 スッキリわかる！　自治体財政のきほん 武田正孝著 学陽書房 現代社会 4/15
112 介護漂流 山口道宏著 現代書館 現代社会 4/10
113 図説　労働の論点 高橋祐吉著 旬報社 現代社会 4/25
114 日本の女性議員 ( 朝日選書９４３ ) 三浦まり編著 朝日新聞出版現代社会 4/8
115 老後親子破産 ＮＨＫスペシャル取材班著講談社 現代社会 4/5
116 北極大異変 ( 知のトレッキング叢書) エドワード・シュトルジック著集英社 現代社会 4/26
117 通貨の未来　円・ドル・元 英『エコノミスト』編集部著 池村千秋訳文藝春秋 現代社会 4/上
118 科学者の目、科学の芽 ( 岩波科学ライブラリー２４８) 岩波書店編集部編岩波書店 サイエンス 4/22
119 即戦力になる実験ノート入門 ( わかる基礎入門 ) 吉村忠与志著技術評論社 サイエンス 4/19
120 人類のやっかいな遺産　人種・進化・人類の歴史 ニコラス・ウェイド著 山形浩生ほか訳晶文社 サイエンス 4/下
121 蜃気楼のすべて！（仮） 日本蜃気楼協議会著草思社 サイエンス 4/中
122 カッコウの托卵 ニック・デイヴィス著 中村浩志訳 永山淳子訳地人書館 サイエンス 4/
123 異常気象で読み解く現代史 田家康著 日本経済新聞出版社サイエンス 4/22
124 ゲノム革命　－ヒト起源の真実－ ( ハヤカワ・ポピュラー・サイエンス) ユージン・Ｅ・ハリス著 水谷淳訳早川書房 サイエンス 4/6
125 絵とき「真空技術」基礎のきそ 飯島徹穂著 日刊工業新聞社テクノロジー 4/25
126 ルノワールへの招待 朝日新聞出版編朝日新聞出版芸術・スポーツ 4/7
127 フランス人がときめいた日本の美術館 ソフィー・リチャード著集英社 芸術・スポーツ 4/26
128 バテない体をつくる　登山食 大森義彦監修誠文堂新光社芸術・スポーツ 4/6
129 もっと知りたい棟方志功　生涯と作品 石井頼子著 東京美術 芸術・スポーツ 4/30
130 絵本ものがたりＦＩＮＤ ( シリーズ絵本をめぐる活動２　全３巻) 今田由香編 大島丈志編朝倉書店 ライブラリアン 4/25
131 子どもの心に本をとどける３０のアニマシオン 岩辺泰吏編 読書のアニマシオン研究会編かもがわ出版 ライブラリアン 4/中
132 世界の不思議な図書館 アレックス・ジョンソン著 北川玲訳創元社 ライブラリアン 4/13
133 ランドルフ・コールデコット　疾走した画家 レナード・Ｓ・マーカス著 灰島かり訳ＢＬ出版 ライブラリアン 4/25
134 図書館員をめざす人へ（仮） 後藤敏行著 勉誠出版 ライブラリアン 4/
135 図書館へ行こう！！ ( 洋泉社ＭＯＯＫ ) 洋泉社 ライブラリアン 4/15
136 旅のお供はしゃれこうべ 泉田もと著 岩崎書店 児童読み物 4/7
137 くろグミ団は名探偵　カラス岩の宝物 ユリアン・プレス作･絵 大社玲子訳岩波書店 児童読み物 4/22
138 なぞなぞはじまるよ おおなり修司作 高畠純絵絵本館 児童読み物 4/15
139 妖怪バス旅行 ( 妖怪絵本シリーズ６) 広瀬克也作・絵絵本館 児童読み物 4/8
140 らくごでことわざ笑辞典　犬も歩けば ( らくごでシリーズ３) 斉藤洋作 陣崎草子絵偕成社 児童読み物 4/中
141 おしっこ　おしっこ エミール・ジャドウール作・絵 ヴィルジニー・オスダ訳クレヨンハウス児童読み物 4/25
142 カワセミとヒバリとヨタカ ( ぴっかぴかえほん) あべ弘士作・絵小学館 児童読み物 4/26
143 さいごのひみつ ( ぴっかぴかえほん) いとうひろし作・絵小学館 児童読み物 4/上
144 おかんとおとん 平田昌広文 平田景絵大日本図書 児童読み物 4/上
145 トルーシー・トルトルとトラ ヘレン・スティーヴンズ作・絵 ふしみみさを訳ＢＬ出版 児童読み物 4/20
146 路線バスしゅっぱつ！ ( ランドセルブックス) 鎌田歩作 福音館書店 児童読み物 4/13
147 おはなをあげる（仮） ( ポプラせかいの絵本５３ /※２０１５年NYタイムズベスト・イラスト賞受賞作品) ジョナルノ・ローソン作 シドニー・スミス絵ポプラ社 児童読み物 4/上
148 風さそう弥生の夜桜 ( くのいち小桜忍法帖　３) 斉藤洋著 大矢正和画あすなろ書房 児童読み物 4/25
149 えぞふくろう　ふぶきをのりこえる ( いきるよろこびシリーズ) 手島圭三郎絵・文絵本塾出版 児童読み物 4/
150 出発進行！　里山トロッコ列車　小湊鐵道沿線の旅 かこさとし作・絵偕成社 児童読み物 4/下
151 バンブルアーディ モーリス・センダック作・絵 さくまゆみこ訳偕成社 児童読み物 4/中
152 てるてるぼうずとふりふりぼうず ( こどものくに傑作絵本) せなけいこ作・絵金の星社 児童読み物 5/6
153 ぼくのおばあちゃんはキックボクサー ねじめ正一作 山村浩二絵くもん出版 児童読み物 4/下
154 シナモンのおやすみ日記 小手鞠るい作 北見葉胡絵講談社 児童読み物 4/20
155 雨の日のせんたくやさん ( 森の小さなおはなし) にしなさちこ作・絵のら書店 児童読み物 4/中
156 ねこどけい ( こどものとも絵本 ) きしだえりこ作 やまわきゆりこ絵福音館書店 児童読み物 4/20
157 むかし　日本狼がいた ( 日本傑作絵本シリーズ) 菊池日出夫文・絵福音館書店 児童読み物 4/20
158 このあと　どうしちゃおう ヨシタケシンスケ作・絵ブロンズ新社 児童読み物 4/下
159 かばのさら・ばらのかさ（仮）　もじのじゅんばん・ならべかえ( こどもえほんランド１３) 石津ちひろことば 高畠純絵ポプラ社 児童読み物 4/上
160 すばこ キム・ファン文 イ・スンウォン絵ほるぷ出版 児童読み物 4/中
161 新津春子。世界一のおそうじマイスター！( ノンフィクション・生きるチカラ２２) 若月としこ著 岩崎書店 児童ノンフィクション4/19
162 ライオンはなぜ、汗をかかないのか？( インフォグラフィックス学習図鑑１　全３巻) サイモン・ロジャース著 ニコラス・ブレックマン絵主婦と生活社 児童ノンフィクション4/22
163 脳の指令は新幹線よりも速い！ ( インフォグラフィックス学習図鑑２　全３巻) サイモン・ロジャース著 ピーター・グランディ絵主婦と生活社 児童ノンフィクション4/22
164 人類は宇宙の果てを見られるか？ ( インフォグラフィックス学習図鑑３　全３巻) サイモン・ロジャース著 ジェニファー・ダニエル絵主婦と生活社 児童ノンフィクション4/22
165 畑の一年 向田智也作 小学館 児童ノンフィクション4/25
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166 自転車ものがたり ( たくさんのふしぎ傑作集) 高頭祥八文・絵福音館書店 児童ノンフィクション4/上
167 ハーネスをはずして 辻惠子著 あすなろ書房 児童ノンフィクション4/25
168 共生する生き物たち ( 楽しい調べ学習シリーズ) 鷲谷いづみ監修ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション4/18
169 図書館のひみつ ( 楽しい調べ学習シリーズ) 高田高史監修ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション4/1
170 おしりをふく話 ( たくさんのふしぎ傑作集) 斎藤たま文 なかのひろたか絵福音館書店 児童ノンフィクション4/上
171 小さなプランクトンの大きな世界 ( たくさんのふしぎ傑作集) 小田部家邦文 高岸昇絵福音館書店 児童ノンフィクション4/上
172 ツバメ観察記 ( たくさんのふしぎ傑作集) 孝森まさひで文・写真福音館書店 児童ノンフィクション4/上
173 单極のスコット大佐とシャクルトン ( たくさんのふしぎ傑作集) 佐々木マキ作・絵福音館書店 児童ノンフィクション4/上
174 数と音楽　美しさの源への旅 坂口博樹著 桜井進数学監修大月書店 ヤングアダルト 4/20
175 手をつなごうよ　フィリピン・ミンダナオ子ども図書館　 松居友著 彩流社 ヤングアダルト 4/8
176 なやみと力 ( 大人になるまでに読みたい１５歳の短歌・俳句・川柳３　全３巻) 長嶋有・巻頭文 なかはられいこ編ゆまに書房 ヤングアダルト 4/
177 小やぎのかんむり 市川朔久子著講談社 ヤングアダルト 4/6
178 十三番目の子 シヴォーン・ダウド著 パムスマイ絵 池田真紀子訳小学館 ヤングアダルト 4/20
179 １歩前からはじめる「統計」の読み方・考え方 神林博史著 ミネルヴァ書房ヤングアダルト 4/8


