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1 蚕食鯨呑(サンショクゲイドン)　世界はおいしい「さしすせそ」楊逸著 岩波書店 日本文芸書 6/3

2 スーツアクター探偵の事件簿 大倉崇裕著 河出書房新社日本文芸書 6/20

3 報われない人間は永遠に報われない 李龍徳著 河出書房新社日本文芸書 6/20

4 ラジオラジオラジオ！ 加藤千恵著 河出書房新社日本文芸書 6/24

5 風の如く　高杉晋作篇 ( シリーズ３　完結編) 富樫倫太郎著 講談社 日本文芸書 6/14

6 全能兵器ＡｉＣＯ 鳴海章著 講談社 日本文芸書 6/15

7 犬死伝　赫ける、草莽の志士 小嵐九八郎著 講談社 日本文芸書 6/14

8 ＢＢ／ＰＰ 松浦寿輝著 講談社 日本文芸書 6/20

9 ビビビ・ビ・バップ 奥泉光著 講談社 日本文芸書 6/22

10 ブラック・ドッグ 葉真中顕著 講談社 日本文芸書 6/14

11 青藍の峠　幕末疾走録 犬飼六岐著 集英社 日本文芸書 7/5
12 海と山のピアノ いしいしんじ著 新潮社 日本文芸書 6/30
13 スティグマータ 近藤史恵著 新潮社 日本文芸書 6/20
14 許されようとは思いません 芦沢央著 新潮社 日本文芸書 6/22
15 ちちんぷいぷい 松山巖著 中央公論新社日本文芸書 6/9
16 まっぷたつの先生 木村紅美著 中央公論新社日本文芸書 6/22
17 晴れの日には　甘いもんでもおひとつ　２( 藍千堂菓子噺シリーズ) 田牧大和著 文藝春秋 日本文芸書 6/21
18 選ばれし壊れ屋たち 鹿島田真希著 文藝春秋 日本文芸書 6/7
19 男の詫び状 野坂昭如著 文藝春秋 日本文芸書 6/7
20 果てなき便り 津村節子著 岩波書店 日本文芸書 6/28
21 記憶の渚にて（仮） 白石一文著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 6/30
22 受難 帚木蓬生著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 6/28
23 生還せよ（仮） 福田和代著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 6/28
24 ねこのおうち 柳美里著 河出書房新社日本文芸書 6/20
25 珠玉の短編 山田詠美著 講談社 日本文芸書 6/21
26 パレイドリア・フェイス ( 水鏡推理３ ) 松岡圭祐著 講談社 日本文芸書 6/15
27 遊園地に行こう！ 真保裕一著 講談社 日本文芸書 6/7
28 帰郷 浅田次郎著 集英社 日本文芸書 6/24
29 蠕動で渉れ、汚泥の川を 西村賢太著 集英社 日本文芸書 7/5
30 裸の華 桜木紫乃著 集英社 日本文芸書 6/24
31 陸王 池井戸潤著 集英社 日本文芸書 7/8
32 希望荘 宮部みゆき著 小学館 日本文芸書 6/20
33 いまそこにいる君は　十字路が見える 北方謙三著 新潮社 日本文芸書 6/30
34 長流の畔 ( 流転の海８ ) 宮本輝著 新潮社 日本文芸書 6/30
35 伯爵夫人 ※第２９回三島由紀夫賞受賞作品蓮實重彦著 新潮社 日本文芸書 6/30
36 三の隣は五号室 長嶋有著 中央公論新社日本文芸書 6/9
37 少女は花の肌をむく 朝比奈あすか著中央公論新社日本文芸書 6/22
38 ストレンジャー・イン・パラダイス 小路幸也著 中央公論新社日本文芸書 6/22
39 縁は異なもの　麹町常楽庵月並の記 松井今朝子著 文藝春秋 日本文芸書 6/13
40 待ってよ ※第23回松本清張賞受賞作品蜂須賀敬明著 文藝春秋 日本文芸書 6/28
41 私の消滅 中村文則著 文藝春秋 日本文芸書 6/16
42 ポーラースター　ゲバラ・覚醒 海堂尊著 文藝春秋 日本文芸書 6/10
43 横浜１９６３ 伊東潤著 文藝春秋 日本文芸書 6/8
44 アルゴリズム・キル 結城充考著 光文社 日本文芸書 6/15
45 フェルメールの憂鬱　大絵画展 望月諒子著 光文社 日本文芸書 6/15
46 悪母 春口裕子著 実業之日本社日本文芸書 6/3
47 たまちゃんのおつかい便 森沢明夫著 実業之日本社日本文芸書 6/10
48 家族のシナリオ 小野寺史宜著 祥伝社 日本文芸書 6/15
49 クララ殺し ( 創元クライム・クラブ) 小林泰三著 東京創元社 日本文芸書 6/30
50 女學生奇譚 川瀬七緒著 徳間書店 日本文芸書 6/8
51 毒殺協奏曲 アミの会編 原書房 日本文芸書 6/上
52 スパイは楽園に戯れる 五條瑛著 双葉社 日本文芸書 6/20
53 ウエディングドレス　 玉岡かおる著 幻冬舎 日本文芸書 6/21
54 虫たちの家 原田ひ香著 光文社 日本文芸書 6/15
55 赤へ 井上荒野著 祥伝社 日本文芸書 6/20
56 くるすの残光５　最後の審判 仁木英之著 祥伝社 日本文芸書 6/20
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57 晩秋の陰画（ネガフィルム） 山本一力著 祥伝社 日本文芸書 6/20
58 疾れ、新蔵 志水辰夫著 徳間書店 日本文芸書 6/8
59 真贋 今野敏著 双葉社 日本文芸書 6/20
60 佐藤愛子の　役に立たない人生相談　　 佐藤愛子著 ポプラ社 日本文芸書 6/7
61 ゴールドフィンチ 1 ※全４巻／ ２０１４年ピューリッツァー賞（フィクション部門）受賞作品ドナ・タート著/岡真知子訳河出書房新社外国文芸書 6/24
62 宇宙探偵マグナス・リドルフ ※ジャック・ヴァンス・トレジャリー　全３巻ジャック・ヴァン 国書刊行会 外国文芸書 6/下
63 スイス人サミュエル・ブレの人生 Ｃ．Ｆ．ラミュ著/佐原隆雄訳国書刊行会 外国文芸書 6/下
64 ささやかな手記 ※ハヤカワ・ポケット・ミステリ ／フランス推理小説大賞受賞作品サンドリーヌ・コレット著/加藤かおり訳早川書房 外国文芸書 6/8
65 割ってみる　ｂｒｅａｋｉｔ　ｄｏｗｎ リディア・デイヴィス著/岸本佐知子訳作品社 外国文芸書 6/下
66 アウシュビッツの図書係 アントニオ・Ｇ・イトゥルベ著/小原京子訳集英社 外国文芸書 7/5
67 ハリネズミの願い トーン・テレヘン著/長山さき訳新潮社 外国文芸書 6/30
68 執着 ( 海外文学セレクション) ハビエル・マリアス著/白川貴子訳東京創元社 外国文芸書 6/30
69 イエスの幼子時代 Ｊ・Ｍ・クッツェー著/鴻巣友季子訳早川書房 外国文芸書 6/22
70 蒲公英（ダンデライオン）王朝記　巻ノ二　囚われの王狼( 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 6/22
71 きちんと知っておきたい　おつきあいのマナー新事典 朝日新聞出版監修朝日新聞出版くらしの実用書6/7
72 不調のときに助けてくれる野菜ごはん 牧野直子著 主婦の友社 くらしの実用書6/15
73 薬味の魔法 みょうが・大葉・しょうが・ねぎ・にんにくが主役の１０５レシピ平尾由希著 主婦の友社 くらしの実用書6/15
74 カルパッチョ 山内千夏著 文化出版局 くらしの実用書6/9
75 はじめてのテラリウム 勝地末子著/「ブリキのジョーロ」監修エクスナレッジくらしの実用書6/下
76 使えるたまごレシピ 野崎洋光著/有 柴田書店 くらしの実用書6/22
77 そうめん　Ｔｈｅ　ＳＯＭＥＮ　ｒｅｃｉｐｅ　ｂｏｏｋ 満留邦子著 成美堂出版 くらしの実用書6/15
78 体型も年齢も気にならない！おしゃれソーイング 吉田直美著 文化出版局 くらしの実用書6/下
79 豆乳がおいしくしてくれる毎日のレシピ 堤人美著 文化出版局 くらしの実用書6/下
80 一番やさしい地方交付税の本 ( 一番やさしいシリーズ) 稲沢克祐著 学陽書房 ビジネス・くらしの経済6/中
81 図解明快　正しい廃棄物処理のルールと実務がわかる本 高橋利行著/石下貴大著翔泳社 ビジネス・くらしの経済6/13
82 図解でよくわかる病害虫のきほん 有江力監修 誠文堂新光社すまいと住宅6/9
83 これならできる！　自家採種コツのコツ 自然農法国際研究開発センター著農山漁村文化協会すまいと住宅6/6
84 図面でひもとく名建築 五十嵐太郎編著/菊地尊也編著丸善出版 すまいと住宅6/下
85 拒食症と過食症の治し方 ( 健康ライブラリーイラスト版) 切池信夫監修 講談社 健康と家庭の医学6/10
86 子どもの胃腸病気百科 少年写真新聞社健康と家庭の医学6/21
87 笑って付き合う認知症 榎本睦郎著 新潮社 健康と家庭の医学6/24
88 はじめてであう小児科の本　改訂第四版 山田真著/柳生弦一郎画福音館書店 健康と家庭の医学6/1
89 学校教育の戦後７０年史 日本児童教育振興財団編小学館 教育と福祉 6/27
90 ０歳から５歳　子どもの味覚の育て方 とけいじ千絵著 日東書院本社教育と福祉 6/中
91 すぐに役立つ図解とＱ＆Ａでわかる ( セクハラ・パワハラ・マタハラをめぐる法律とトラブル解決法１３０) 加藤知美監修 三修社 くらしの法律 6/中
92 日本二百名山ひと筆書き ( グレートトラバース２) 田中陽希著 ＮＨＫ出版 歴史と紀行 6/22
93 ビジュアル年表　台湾統治五十年 乃南アサ著 講談社 歴史と紀行 6/14
94 地図マニア　空想の旅 ( 知のトレッキング叢書) 今尾恵介著 集英社 歴史と紀行 6/24
95 昭和時代　一九八〇年代 ( 全５巻　完結編 ) 読売新聞昭和時代プロジェクト著中央公論新社歴史と紀行 6/30
96 日本の伝統＆絶景１００ ( 絶景シリーズ ) 朝日新聞出版編朝日新聞出版日本の文化 6/20
97 ことばあそびの歴史 ( 河出ブックス ) 今野真二著 河出書房新社日本の文化 6/10
98 ごみとトイレの近代誌（仮） 山崎達雄著 彩流社 日本の文化 6/24
99 花火の事典 新井充監修 東京堂出版 日本の文化 6/10

100 銭湯 ( シリーズ・ニッポン再発見２) 町田忍著 ミネルヴァ書房日本の文化 6/中
101 モノから見たアイヌ文化史 関根達人著 吉川弘文館 日本の文化 6/15
102 水の歴史 ( 「食」の図書館 ) イアン・ミラー著/甲斐理恵子訳原書房 世界の文化 6/下
103 ブラックバイトに騙されるな！ 大内裕和著 集英社 現代社会 7/5
104 あなたのためなら死んでもいいわ　自分を見失う病「共依存」水澤都加佐著 春秋社 現代社会 6/中
105 死の虫　　ツツガムシ病との闘い 小林照幸著 中央公論新社現代社会 6/22
106 日本で老いて死ぬということ 朝日新聞２０２５年問題取材班著朝日新聞出版現代社会 6/20
107 セクシュアル・マイノリティＱ＆Ａ ＬＧＢＴ支援法律家ネットワーク出版プロジェクト編著弘文堂 現代社会 6/下
108 貧困子供のＳＯＳ 読売新聞社会部著中央公論新社現代社会 6/22
109 結婚クライシス（仮） 山田昌弘著 東京書籍 現代社会 7/8
110 産廃Ｇメンが見た食品廃棄の裏側 石渡正佳著 日経ＢＰマーケティング現代社会 6/2
111 ニュートリノ　小さな大発見 ( 朝日選書９４５ ) 梶田隆章著/朝日新聞科学医療部著朝日新聞出版サイエンス 6/10
112 幹細胞　ＥＳ細胞・ｉＰＳ細胞・再生医療( 岩波科学ライブラリー２５０) ジョナサン・スラック著/八代嘉美訳岩波書店 サイエンス 6/24
113 知っていますか？　日本数学者ゆかりの地 西條敏美著 恒星社厚生閣サイエンス 6/13
114 絵でわかるカンブリア爆発 ( 絵でわかるシリーズ) 更科功著 講談社 サイエンス 7/7
115 重力波は歌う ジャンナ・レヴィ 早川書房 サイエンス 6/16
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116 トコトンやさしい形状記憶合金の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 形状記憶合金協会編著日刊工業新聞社テクノロジー 6/22
117 意匠の天才　小村雪岱 ( とんぼの本 ) 原田治著/平田雅樹ほか著新潮社 芸術・スポーツ6/30
118 ミュージカル史 小山内伸著 中央公論新社芸術・スポーツ6/22
119 もっと知りたいサルバドール・ダリ　生涯と作品 村松和明著 東京美術 芸術・スポーツ6/下
120 夏目漱石 ( ＫＡＷＡＤＥ夢ムック) 奥泉光編集 河出書房新社ライブラリアン6/20
121 あやしい絵本 ( 別冊太陽　日本のこころ２４０) 東雅夫監修 平凡社 ライブラリアン6/27
122 よるのおさんぽ リリー・ロスコウ 岩崎書店 児童読み物 6/6
123 ぼくはひまわり ( みんなのきょうしつ) ヒラリー・ロビンソン文/マンディ・スタンレイ絵絵本塾出版 児童読み物 6/下
124 はじめてのおとうさんはウルトラマン みやにしたつや作・絵学研プラス 児童読み物 6/7
125 ソーニャのめんどり フィービー・ウォール作・絵/ながかわちひろ訳くもん出版 児童読み物 6/下
126 うさぎのニコラス オーレ・リソム作/リチャード・スキャリー絵好学社 児童読み物 6/21
127 ピカゴロウ ※講談社の創作絵本 第３７回講談社絵本新人賞受賞作品ひろただいさく作
ひろたみどり作講談社 児童読み物 6/8
128 ぼくたちのリアル ※第５６回講談社児童文学新人賞受賞作品戸森しるこ著/佐藤真紀子絵講談社 児童読み物 6/8
129 小さなサンと　天の竜 チェン・ジャンホン作・絵/平岡敦訳徳間書店 児童読み物 6/11
130 月は、ぼくの友だち ( 児童図書館・文学の部屋) ナタリー・バビット作・絵/こだまともこ訳評論社 児童読み物 6/下
131 ハワイ島のボンダンス ( 福音館の科学シリーズ) いわねあい文/おおともやすお絵福音館書店 児童読み物 6/8
132 みてろよ！父ちゃん！！ くすのきしげのり作/小泉るみ子絵文溪堂 児童読み物 7/上
133 あそぼ エルヴェ・テュレ作・絵/谷川俊太郎訳ポプラ社 児童読み物 6/上
134 最後のゲーム ※２０１４年ニューベリー賞受賞作品ホリー・ブラック作/千葉茂樹訳ほるぷ出版 児童読み物 6/下
135 ゆうだちのまち 杉田比呂美作・絵アリス館 児童読み物 6/中
136 あおのじかん イザベル・シムレール文・絵/石津ちひろ訳岩波書店 児童読み物 6/28
137 きかせたがりやの魔女 岡田淳作/はたこうしろう絵偕成社 児童読み物 6/8
138 なにがあってもずっといっしょ くさのたき作/つじむらあゆこ絵金の星社 児童読み物 6/中
139 三年一組、春野先生！　３週間だけのミラクルティーチャー( わくわくライブラリー) くすのきしげのり作/下平けーすけ絵講談社 児童読み物 6/14
140 がらくた学級の奇跡 パトリシア・ポラッコ作・絵/入江真佐子訳小峰書店 児童読み物 6/下
141 ペットのきんぎょが　おならをしたら……？ マイケル・ローゼン作/トニー・ロス絵
ないとうふみこ訳徳間書店 児童読み物 6/中
142 とらねことらたとなつのうみ ( ＰＨＰにこにこえほん) あまんきみこ作/広瀬弦絵ＰＨＰ研究所 児童読み物 6/17
143 ジャック船長とちびっこかいぞく ※２０１６年ケイト・グリーナウェイ賞ノミネート作品ピーター・ベントリー文/ヘレン・オクセンバリー絵　　ＢＬ出版 児童読み物 6/20
144 セラフィナ　せんちょうになる ( キリンのセラフィナ) ロラン・ド・ブリュノフ作/石津ちひろ訳ＢＬ出版 児童読み物 7/1
145 庭のマロニエ－アンネ・フランクを見つめた木( 児童図書館・絵本の部屋) ジェフ・ゴッテスフェルド作/ピーター・マッカーティ絵評論社 児童読み物 6/下
146 おめでたこぶた その３　サムのおしごと( 世界傑作童話シリーズ　全６巻) アリソン・アトリー作/やまわきゆりこ画　　　　　　　　すがはらひろくに訳福音館書店 児童読み物 6/1
147 せなか町から、ずっと ( 福音館創作童話シリーズ) 斉藤倫作/ｊｕｎａｉｄａ画福音館書店 児童読み物 6/15
148 ぼくのいちにちどんなおと？ ( 日本傑作絵本シリーズ) 山下洋輔文/むろまいこ絵福音館書店 児童読み物 6/8
149 ロボとピュータのはいくえほん ( 日本傑作絵本シリーズ) 嵐山光三郎文/南伸坊絵福音館書店 児童読み物 6/上
150 おじいちゃん、おぼえてる？ フィル・カミングス文/オーウェン・スワン絵
福本友美子訳光村教育図書児童読み物 6/下
151 なきむしこぞう 今村葦子作/酒井駒子絵理論社 児童読み物 6/下
152 ナショジオ式自由研究　親子でできるたのしい科学実験 カレン・ロマノ・ヤング著日経ＢＰマーケティング児童ノンフィクション6/16
153 身近な物質のひみつ ( 楽しい調べ学習シリーズ) 山口晃弘監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション6/21
154 深海の生物 ( ポプラディア大図鑑ＷＯＮＤＡアドベンチャー１) 藤倉克則監修 ポプラ社 児童ノンフィクション6/13
155 机の上の植物園 おくやまひさし著少年写真新聞社児童ノンフィクション6/下
156 和太鼓のひみつ ( 楽しい調べ学習シリーズ) 小野美枝子監修ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション6/7
157 海のなか　のぞいた ( 福音館の科学シリーズ) よしのゆうすけ作・写真福音館書店 児童ノンフィクション6/15
158 ファーブル先生の昆虫教室　本能のかしこさとおろかさ 奥本大三郎文/やましたこうへい絵ポプラ社 児童ノンフィクション6/上
159 ゴーストの騎士 コルネーリア・フンケ著ＷＡＶＥ出版 ヤングアダルト6/15
160 大久野島からのバトン ( 文学のピースウォーク) 今関信子作/ひろかわさえこ絵新日本出版社ヤングアダルト6/25
161 金色の流れの中で ( 文学のピースウォーク) 中村真里子作/今日マチ子絵新日本出版社ヤングアダルト6/25
162 人生と勉強に効く　学べるマンガ１００冊 里中満智子著/佐渡島庸平ほか著文藝春秋 ヤングアダルト6/下
163 Ｑ→Ａ 草野たき著 講談社 ヤングアダルト6/15


