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1 失われた過去と未来の犯罪（仮） 小林泰三著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 5/31

2 ファミリー・レス 奥田亜希子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 5/24

3 ＰＴＡグランパ！ 中澤日菜子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 5/30

4 ギケイキ　千年の流転 町田康著 河出書房新社日本文芸書 5/11

5 炎罪 鏑木蓮著 講談社 日本文芸書 5/19

6 オーディション ( 南部芸能シリーズ４) 畑野智美著 講談社 日本文芸書 5/10

7 尻尾と心臓 伊井直行著 講談社 日本文芸書 5/20

8 蜃気楼の犬 呉勝浩著 講談社 日本文芸書 5/30

9 旅立ちの季節 デビット・ゾペティ著講談社 日本文芸書 5/20

10 花舞う里 古内一絵著 講談社 日本文芸書 5/19

11 小説王 早見和真著 小学館 日本文芸書 5/10
12 荒仏師　運慶 梓澤要著 新潮社 日本文芸書 5/20
13 罪の終わり 東山彰良著 新潮社 日本文芸書 5/20
14 ＦＥＥＤ 櫛木理宇著 新潮社 日本文芸書 5/20
15 亀と観覧車 樋口有介著 中央公論新社日本文芸書 5/19
16 きみに贈る本 中村文則著・佐 中央公論新社日本文芸書 5/9
17 「電脳マジョガリ」狩り 向井湘吾著 中央公論新社日本文芸書 5/19
18 牛姫の嫁入り 大山淳子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 5/24
19 少女奇譚　あたしたちは無敵 朝倉かすみ著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 5/31
20 総選挙ホテル 桂望実著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 5/30
21 代体 山田宗樹著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 5/26
22 決戦！川中島 冲方丁著・宮本昌孝著・木下昌輝著講談社 日本文芸書 5/17
23 虹のふもと 堂場瞬一著 講談社 日本文芸書 5/17
24 半減期を祝って 津島佑子著 講談社 日本文芸書 5/10
25 竜と流木 篠田節子著 講談社 日本文芸書 5/19
26 神奈備（カムナビ） 馳星周著 集英社 日本文芸書 6/3
27 老いも病も受け入れよう 瀬戸内寂聴著 新潮社 日本文芸書 5/31
28 半席 青山文平著 新潮社 日本文芸書 5/20
29 硝子の太陽Ｎ　ノワール 誉田哲也著 中央公論新社日本文芸書 5/13
30 奥様はクレイジーフルーツ 柚木麻子著 文藝春秋 日本文芸書 5/上
31 さよならクリームソーダ 額賀澪著 文藝春秋 日本文芸書 5/下
32 大岩壁 笹本稜平著 文藝春秋 日本文芸書 5/下
33 しゃらくせえ 谷津矢車著 幻冬舎 日本文芸書 5/24
34 仏像ぐるりの人々 麻宮ゆり子著 光文社 日本文芸書 5/17
35 敗者烈伝 伊東潤著 実業之日本社日本文芸書 5/19
36 マル暴総監 今野敏著 実業之日本社日本文芸書 5/19
37 Ｓｔ．ルーピーズ 長沢樹著 祥伝社 日本文芸書 5/10
38 残照　アリスの国の墓誌 辻真先著 東京創元社 日本文芸書 5/19
39 土曜はカフェ・チボリで 内山純著 東京創元社 日本文芸書 5/27
40 天あり、命あり。（仮） 江上剛著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 5/24
41 赤い刻印 長岡弘樹著 双葉社 日本文芸書 5/17
42 自首 ( 検事・沢木正夫シリーズ) 小杉健治著 双葉社 日本文芸書 5/17
43 マルセイユ・ルーレット 本城雅人著 双葉社 日本文芸書 5/17
44 炎と苗木　田中慎弥の掌劇場２ 田中慎弥著 毎日新聞出版日本文芸書 5/16
45 主夫のトモロー 朱川湊人著 ＮＨＫ出版 日本文芸書 5/26
46 わたしの容れもの 角田光代著 幻冬舎 日本文芸書 5/24
47 難民調査官 下村敦史著 光文社 日本文芸書 5/17
48 ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊かなえ著 光文社 日本文芸書 5/17
49 秋霜（シュウソウ） ( 羽根藩シリーズ４ ) 葉室麟著 祥伝社 日本文芸書 5/11
50 亡者たちの切り札 藤田宜永著 祥伝社 日本文芸書 5/10
51 スイム！スイム！スイム！ 五十嵐貴久著 双葉社 日本文芸書 5/17
52 涼やかに静かに殺せ 森村誠一著 双葉社 日本文芸書 5/17
53 残り者 朝井まかて著 双葉社 日本文芸書 5/20
54 レモンケーキの特別な哀しみ（仮） エイミー・ベンダー著ＫＡＤＯＫＡＷＡ外国文芸書 5/23
55 煉瓦を運ぶ ( 新潮クレスト・ブックス) アレクサンダー・マクラウド著新潮社 外国文芸書 5/31
56 ポーランドのボクサー ( エクス・リブリス ) エドゥアルド・ハルフォン著白水社 外国文芸書 5/下
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57 魔法の夜 スティーヴン・ミルハウザー著白水社 外国文芸書 5/下
58 アックスマンのジャズ ※ハヤカワ・ポケットミステリ／ ２０１４年ＣＷＡ賞最優秀新人賞（ジョン・クリーシー賞）受賞作品レイ・セレスティン著早川書房 外国文芸書 5/9
59 ぼくは漫画大王 胡傑著 文藝春秋 外国文芸書 5/下
60 ハロルド・フライを待ちながら　クウィーニー・ヘネシーの愛の歌レイチェル・ジョイス著講談社 外国文芸書 5/16
61 戦地の図書館 モリー・グプティル・マニング著東京創元社 外国文芸書 5/27
62 背信の都　上 ジェイムズ・エルロイ著文藝春秋 外国文芸書 5/下
63 背信の都　下 ジェイムズ・エルロイ著文藝春秋 外国文芸書 5/下
64 もしものときに役立つ　わが家の防災ハンドブック 山村武彦監修 家の光協会 くらしの実用書 5/26
65 誕生日・行事　カードアイディア ( Ｇａｋｋｅｎ保育Ｂｏｏｋｓ) くまだまり著 学研プラス くらしの実用書 5/24
66 おうちで作るアイスケーキ 岡本ゆかこ著 河出書房新社くらしの実用書 5/10
67 楽シニアごはん　一汁一菜でいい！( 講談社のお料理ＢＯＯＫ) 藤野嘉子著 講談社 くらしの実用書 5/19
68 農家が教える　野菜の収穫・保存・料理　おいしいレシピ２２９西東社編集部編 西東社 くらしの実用書 5/1
69 冷めてもおいしい絶品おかず 堤人美著 永岡書店 くらしの実用書 5/13
70 お礼状・季節のご挨拶・お見舞いの書き方 浅倉龍雲著 日貿出版社 くらしの実用書 5/中
71 大人のゆかたスタイルブック　似合う１枚が見つかる。きれいに着こなす。( 講談社の実用ＢＯＯＫ) 秋月洋子著 講談社 くらしの実用書 5/19
72 夏弁当 野上優佳子著 主婦と生活社くらしの実用書 5/26
73 クライムキのお直しの本 クライムキ著 日本文芸社 くらしの実用書 5/27
74 おいしい雑草　摘み菜で楽しむ和食 平谷けいこ著・赤間博斗著山と渓谷社 くらしの実用書 5/18
75 なんでも超・冷凍術 西川剛史著 洋泉社 くらしの実用書 5/10
76 図解　はじめての確定拠出年金 ( お金のきほん ) 朝倉智也監修 学研プラス ビジネス・くらしの経済5/17
77 パラレルキャリアのすすめ ナカムラクニオ著 晶文社 ビジネス・くらしの経済6/3
78 社会保険の教科書 キャッスルロック・パートナーズ著ダイヤモンド社ビジネス・くらしの経済5/26
79 ５０歳からの起業術 中野裕哲著 大和書房 ビジネス・くらしの経済5/1
80 四季報で学ぶ決算書の読み方 林總著 大和書房 ビジネス・くらしの経済5/下
81 金持ちは、なぜ高いところに住むのか アンドレアス・ベルナルド著柏書房 すまいと住宅 5/24
82 小花図鑑 黒田健太郎著 グラフィック社すまいと住宅 5/11
83 モノが増えてもスッキリ暮らせる　片づけやすい間取り図鑑吉本とも子著 主婦と生活社すまいと住宅 5/27
84 ６５歳からの理想のリフォーム＆家づくり( 実用BEST BOOKS ) 小川千賀子著 日本文芸社 すまいと住宅 5/下
85 老化とたたかう　漢方薬入門 関水康彰著 技術評論社 健康と家庭の医学5/30
86 専門医が教える胃腸の不調 江田証著 幻冬舎 健康と家庭の医学5/24
87 目の病気がよくわかる本　緑内障・白内障・加齢黄斑変性と網膜の病気( 健康ライブラリーイラスト版) 大鹿哲郎監修 講談社 健康と家庭の医学5/10
88 女性のツラいを解消する　大全（仮） 黒住紗織著 日経ＢＰマーケティング健康と家庭の医学5/24
89 「心の声」を聴いてみよう！　発達障害の子どもと親の心が軽くなる本前川あさ美著 講談社 教育と福祉 5/25
90 安心で納得できる　老後の住まい・施設の選び方 田中元著 自由国民社 教育と福祉 5/20
91 障害のある子が「親なきあと」にお金で困らない本 渡部伸著 主婦の友社 教育と福祉 5/10
92 介護離職しない、させない 和氣美枝著 毎日新聞出版教育と福祉 5/26
93 ５ステップで申請へ！はじめての相続登記かんたん手続きガイド碓井孝介著 中央経済社 くらしの法律 5/下
94 一歩先への憲法入門 片桐直人著・井上武史著有斐閣 くらしの法律 5/下
95 ＮＨＫスペシャル　沖縄戦　全記録 ＮＨＫスペシャル取材班著新日本出版社歴史と紀行 5/21
96 漂流の島 高橋大輔著 草思社 歴史と紀行 5/下
97 落語九十九旅 田中敦著 岩波書店 日本の文化 5/24
98 江戸の科学　大図鑑 太田浩司監修 河出書房新社日本の文化 5/25
99 日本仏教史 ( 河出ブックス ) ひろさちや著 河出書房新社日本の文化 5/25

100 日本髪大全 田中圭子著 誠文堂新光社日本の文化 5/9
101 江戸前魚食大全（仮） 冨岡一成著 草思社 日本の文化 5/下
102 箸ＶＳフォークをめぐる物語（仮） エドワード・ワン著柏書房 世界の文化 5/24
103 教養としてよむ世界の教典 中村圭志著 三省堂 世界の文化 5/25
104 世界の記念日・祝日の事典（仮） 中野展子著 東京堂出版 世界の文化 5/下
105 紙　二千年の歴史 ニコラス・Ａ・バスベインズ著原書房 世界の文化 5/下
106 ソースの歴史 ( 「食」の図書館 ) メアリアン・テブン著原書房 世界の文化 5/20
107 貧困と保育 秋田喜代美編著 かもがわ出版現代社会 5/下
108 〈オトコの育児〉の社会学 工藤保則編著 ミネルヴァ書房現代社会 5/中
109 自死　ー現場から見える日本の風景ー 瀬川正仁著 晶文社 現代社会 5/9
110 採用学 ( 新潮選書 ) 服部泰宏著 新潮社 現代社会 5/27
111 １８歳からの政治入門 日本経済新聞政治部編著日本経済新聞出版社現代社会 5/20
112 万引き老人（仮） 伊東ゆう著 双葉社 現代社会 5/20
113 大災害の時代　未来の「防災」のために 五百旗頭真著 毎日新聞出版現代社会 5/26
114 恐竜はホタルを見たか ( 岩波科学ライブラリー) 大場裕一著 岩波書店 サイエンス 5/27
115 森を食べる植物 塚谷裕一著 岩波書店 サイエンス 5/12
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116 この世界を知るための　人類と科学の４００万年史 レナード・ムロディナウ著河出書房新社サイエンス 5/10
117 粘菌生活のススメ 新井文彦著 誠文堂新光社サイエンス 5/6
118 天変地異の科学 ( おもしろサイエンス ) 西川有司著 日刊工業新聞社サイエンス 5/26
119 機能性野菜の科学 ( おもしろサイエンス ) 佐竹元吉編著 日刊工業新聞社サイエンス 5/27
120 科学の発見 スティーヴン・ワインバーグ著文藝春秋 サイエンス 5/9
121 カミオカンデとニュートリノ 鈴木厚人監修 丸善出版 サイエンス 5/下
122 柔らかヒューマノイド（仮） ( ＤＯＪＩＮ選書 ) 細田耕著 化学同人 テクノロジー 5/17
123 闇の美術史　カラヴァッジョの水脈 宮下規久朗著 岩波書店 芸術・スポーツ 5/24
124 アフリカ音楽の正体 塚田健一著 音楽之友社 芸術・スポーツ 5/25
125 黄昏の調べ 大久保賢著 春秋社 芸術・スポーツ 5/17
126 ゲゲゲの妖怪人生 水木しげる著 筑摩書房 芸術・スポーツ 5/25
127 大相撲　決まり手大図鑑 ( Ｂ．Ｂ．ＭＯＯＫ１３０４) ベースボール・マガジン社芸術・スポーツ 5/2
128 会いたかった画家 安野光雅著 山川出版社 芸術・スポーツ 5/27
129 カラー版　書物史への扉 宮下志朗著 岩波書店 ライブラリアン 5/26
130 被災写真救済の手引き Ｄ３プロジェクト著　　　　国書刊行会 ライブラリアン 5/下
131 読書イベント実践事例集 牛尾直枝編著 少年写真新聞社ライブラリアン 5/下
132 壁画にひそむ罠 ( 妖怪道中三国志２ ) 三田村信行作・十々夜絵あかね書房 児童読み物 5/下
133 ３００ねんまえから伝わる　とびきりおいしいデザート エミリー・ジェンキンス文あすなろ書房児童読み物 5/25
134 うみのそこたんけん ( ちきゅうのふしぎ絵本２) 中川ひろたか文・澤野秋文絵アリス館 児童読み物 5/24
135 かみをきってよ ( えほんのぼうけん ) 長田真作作・絵 岩崎書店 児童読み物 5/20
136 こばとちゃんとあひるちゃん　きょうはあめふり デイヴィッド・マーティンぶん・デイヴィッド・ウォーカーえ岩崎書店 児童読み物 5/13
137 ピーレットのやさいづくり ウルリカ・ヴィドマーク文・イングリッド・ニイマン絵岩波書店 児童読み物 5/26
138 こうじのくるま ( はたらくくるまシリーズ) コヨセジュンジ作・絵ＷＡＶＥ出版 児童読み物 5/1
139 かえってきたクレヨン ドリュー・デイウォルト作・オリヴァー・ジェファーズ絵ＷＡＶＥ出版 児童読み物 5/31
140 はじめてのおみせばんです おばけやさん６ おかべりか作・絵 偕成社 児童読み物 5/17
141 ねずみにぴったりの　のりもの マリー・ホール・エッツ作・絵好学社 児童読み物 5/23
142 はりねずみのルーチカ　絵本のなかの冒険　上( わくわくライブラリー) かんのゆうこ作・北見葉胡絵講談社 児童読み物 5/24
143 はりねずみのルーチカ　絵本のなかの冒険　下( わくわくライブラリー) かんのゆうこ作・北見葉胡絵講談社 児童読み物 5/24
144 魔女バジルと黒い魔法 ( わくわくライブラリー／魔女バジルシリーズ３) 茂市久美子作・よしざわけいこ絵講談社 児童読み物 5/25
145 水の絵本 ( 講談社の創作絵本 ) 長田弘作・荒井良二絵講談社 児童読み物 5/25
146 こころのおと ピーター・レイノルズ文・絵主婦の友社 児童読み物 5/30
147 らくごえほん　月きゅうでん ( ぴっかぴかえほん ) 桂文我文・スズキコージ絵小学館 児童読み物 5/26
148 ウミガメものがたり 鈴木まもる作・絵 童心社 児童読み物 5/13
149 おせんとおこま 飯野和好作・絵 ブロンズ新社児童読み物 5/16
150 オイレ夫人の深夜画廊 斉藤洋作・森田みちよ絵偕成社 児童読み物 5/23
151 アンティーク・シオンの小さなきせき( ティーンズ文学館 ) 茂市久美子作・黒井健絵学研プラス 児童読み物 5/24
152 びょういんのおばけずかん　おばけきゅうきゅうしゃ( どうわがいっぱい／おばけずかんシリーズ１３) 斉藤洋作・宮本えつよし絵講談社 児童読み物 5/24
153 理科室の日曜日　ハチャメチャ運動会( わくわくライブラリー／日曜日シリーズ２) 村上しいこ作・田中六大絵講談社 児童読み物 5/25
154 ツトムとでんしゃのカミサマ ( おはなしだいすき ) にしかわおさむ文・絵小峰書店 児童読み物 5/下
155 カルペパー一家のおはなし マリオン・アピントン文・ルイス・スロボドキン絵瑞雲舎 児童読み物 5/26
156 ねこが　おおきくなりすぎた ハンス・トラクスラー作・絵徳間書店 児童読み物 5/19
157 やさいのがっこう　とまとちゃんのたびだち( ＭＯＥのえほん ) なかやみわ作・絵白泉社 児童読み物 6/3
158 ビアトリクス・ポターとかわいそうなテンジクネズミのはなしデボラ・ホプキンソン文・シャーロット・ヴォーグ絵ＢＬ出版 児童読み物 6/9
159 ちっちゃなトラックレッドくんとグリーンくん( ちっちゃなトラックレッドくんシリーズ５) みやにしたつや作・絵ひさかたチャイルド児童読み物 5/11
160 大さわぎ！ばけもの芝居と白いねこ( ばけもの長屋のおはなちゃんシリーズ３) 岩崎京子作・長谷川義史絵文溪堂 児童読み物 5/下
161 ぼくだって　トカゲ ( えほんのもり ) 内田麟太朗作・市居みか絵文研出版 児童読み物 5/23
162 もとこども ( ポプラ社の絵本 ) 富安陽子作・いとうひろし絵ポプラ社 児童読み物 5/上
163 ヤマネコとウミネコ 野中柊作・姫野はやみ絵理論社 児童読み物 5/19
164 恐竜の骨 ( 骨の博物館３ ) 遠藤秀紀監修・黒輪篤嗣訳辰巳出版 児童ノンフィクション5/12
165 夜空をみあげよう ( 福音館の科学シリーズ) 松村由利子文・ジョン・シェリー絵福音館書店 児童ノンフィクション5/11
166 やさいの花 ( ふしぎいっぱい写真絵本２９) 埴沙萠（ハニシャボウ）写真・嶋田泰子文ポプラ社 児童ノンフィクション5/24
167 ニッポンの刑事たち ( 世の中への扉 ) 小川泰平著 講談社 児童ノンフィクション5/25
168 音の大研究 戸井武司監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション5/18
169 博物館のひみつ 斎藤靖二監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション5/18
170 むしこぶみつけた ( ふしぎいっぱい写真絵本３０) 新開孝写真・文 ポプラ社 児童ノンフィクション5/中
171 夜間中学へようこそ ( 物語の王国２　８巻 ) 山本悦子作・タムラフキコ絵岩崎書店 ヤングアダルト 5/13

172 すべては平和のために ( 文学のピースウォーク) 濱野京子作・白井裕子絵新日本出版社ヤングアダルト 5/21

173 アポリア　あしたの風 いとうみく著・宍戸清孝写真童心社 ヤングアダルト 5/16
174 七十二歳の卒業制作 ( 福音館創作童話シリーズ) 田村せい子作・岡本よしろう画福音館書店 ヤングアダルト 5/18
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175 てんからどどん ( ノベルズ・エクスプレス32) 魚住直子作・けーしん絵ポプラ社 ヤングアダルト 5/上
176 「１８歳選挙権」ガイドブック 川上和久著 講談社 ヤングアダルト 6/1
177 少年たちの戦場 ( 文学のピースウォーク) 那須正幹作・はたこうしろう絵新日本出版社ヤングアダルト 5/21
178 ボノボとともに　密林の闇をこえて エリオット・シュレーファー作福音館書店 ヤングアダルト 5/18
179 命と向きあう教室 制野俊弘著 ポプラ社 ヤングアダルト 5/18


