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1 ケレスの龍 椎名誠著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 7/22

2 ずうのめ人形 澤村伊智著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 7/26

3 マシュマロ・ナイン 横関大著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 7/28

4 月刊「小説」 松波太郎著 河出書房新社日本文芸書 7/25

5 治部の礎 吉川永青著 講談社 日本文芸書 7/19

6 罪の声 塩田武士著 講談社 日本文芸書 8/2

7 怪談のテープ起こし 三津田信三著 集英社 日本文芸書 7/22

8 英雄の条件 本城雅人著 新潮社 日本文芸書 7/22

9 去就 ( 隠蔽捜査６ ) 今野敏著 新潮社 日本文芸書 7/29

10 ダイエット物語・・・ただし、猫 新井素子著 中央公論新社日本文芸書 7/19

11 海の家族 石原慎太郎著 文藝春秋 日本文芸書 7/21
12 強父論（キョウフロン） 阿川佐和子著 文藝春秋 日本文芸書 7/下
13 玉依姫　　 ( 八咫烏シリーズ５ ) 阿部智里著 文藝春秋 日本文芸書 7/19
14 ねないこはわたし せなけいこ著 文藝春秋 日本文芸書 7/4
15 ドッグファイト 楡周平著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 7/27
16 深泤丘奇談  続々 ( 深泤丘シリーズ３　最終巻) 綾辻行人著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 7/25
17 アンマーとぼくら 有川浩著 講談社 日本文芸書 7/19
18 歌姫メイの秘密 伊藤たかみ著 講談社 日本文芸書 7/19
19 ジニのパズル ※第59回群像新人文学賞受賞作品崔実（チェシル）著講談社 日本文芸書 7/5
20 津軽双花 葉室麟著 講談社 日本文芸書 7/19
21 私が失敗した理由は 真梨幸子著 講談社 日本文芸書 7/19
22 友の墓の上で　 ( SUZUME BUS 怪異名所巡り８) 赤川次郎著 集英社 日本文芸書 8/3
23 Ｌａ　Ｖｉｅ　ｅｎ　Ｒｏｓｅ　ラヴィアンローズ 村山由佳著 集英社 日本文芸書 7/22
24 大沼ワルツ 谷村志穂著 小学館 日本文芸書 7/15
25 九十歳。何がめでたい 佐藤愛子著 小学館 日本文芸書 8/1
26 おおあたり ( 「しゃばけ」シリーズ15) 畠中恵著 新潮社 日本文芸書 7/22
27 お春 橋本治著 中央公論新社日本文芸書 7/7
28 ずんずん！ 山本一力著 中央公論新社日本文芸書 7/7
29 あしたの君へ 柚月裕子著 文藝春秋 日本文芸書 7/28
30 美しい距離 山崎ナオコーラ著文藝春秋 日本文芸書 7/11
31 スタフ　ｓｔａｐｈ 道尾秀介著 文藝春秋 日本文芸書 7/11
32 中島ハルコはまだ懲りてない！ 林真理子著 文藝春秋 日本文芸書 7/8
33 カオルちゃーん（仮） 中場利一著 光文社 日本文芸書 7/14
34 代書屋ミクラ　すごろく巡礼道中　 松崎有理著 光文社 日本文芸書 7/14
35 三舟、奔る！ 仁木英之著 実業之日本社日本文芸書 7/7
36 枕元の本棚 津村記久子著 実業之日本社日本文芸書 7/7
37 週末介護（仮） 岸本葉子著 晶文社 日本文芸書 7/中
38 青い海の宇宙港　春夏篇 川端裕人著 早川書房 日本文芸書 7/21
39 松本城、起つ 六冬和生著 早川書房 日本文芸書 7/21
40 酔狂市街戦 戌井昭人著 扶桑社 日本文芸書 7/19
41 行方 春口裕子著 双葉社 日本文芸書 7/22
42 ブッポウソウは忘れない　翼の謎解きフィールドノート 鳥飼否宇著 ポプラ社 日本文芸書 7/15
43 恋するハンバーグ　佃はじめ食堂 山口恵以子著 角川春樹事務所日本文芸書 7/中
44 ワルツを踊ろう 中山七里著 幻冬舎 日本文芸書 8/上 
45 ラストナイト 薬丸岳著 実業之日本社日本文芸書 7/7
46 落陽 朝井まかて著 祥伝社 日本文芸書 7/11
47 水戸黄門　天下の副編集長 月村了衛著 徳間書店 日本文芸書 7/7
48 東京會舘とわたし　上　旧館 辻村深月著 毎日新聞出版日本文芸書 7/30
49 東京會舘とわたし　下　新館 辻村深月著 毎日新聞出版日本文芸書 7/30
50 ゴールドフィンチ　2 ※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 7/下
51 ゴールドフィンチ　3 ※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 7/下
52 マトリョーシカと消えた死体 ケイト・アトキンソン著
青木純子訳東京創元社 外国文芸書 7/26
53 アメリカン・ブラッド ( ハヤカワ・ポケット・ミステリ) ベン・サンダース著
黒原敏行訳早川書房 外国文芸書 7/6
54 ７０歳の日記 メイ・サートン著
幾島幸子訳みすず書房 外国文芸書 7/中
55 あなたの自伝、お書きします ミュリエル・スパーク著
木村政則訳河出書房新社外国文芸書 7/下
56 ウィニー・ザ・プーと魔法の冒険 ( 新潮モダン・クラシックス) Ａ・Ａ・ミルン著
阿川佐和子訳新潮社 外国文芸書 7/29
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57 誰もいないホテルで ( 新潮クレスト・ブックス) ペーター・シュタム著
松永美穂訳新潮社 外国文芸書 7/29
58 人生の真実 ( 創元海外ＳＦ叢書 ／２００３年世界幻想文学大賞（長編部門）受賞作品) グレアム・ジョイス著
市田泉訳東京創元社 外国文芸書 7/26
59 あたらしい名前 ( ロサンゼルス・タイムズ文学賞新人賞・ヘミングウェイ/ＰＥＮ文学賞・エティサラット文学賞受賞作品) ノヴァイオレット・ブラワヨ著
谷崎由依訳早川書房 外国文芸書 7/21
60 調理以前の料理教室　下ごしらえのテク 松本仲子著
 朝日新聞出版くらしの実用書 7/20
61 糖尿病の人の簡卖作りおきレシピ 金澤良枝監修
牛尾理恵著主婦の友社 くらしの実用書 7/23
62 ピーナッツバターの本 ＨＡＰＰＹ　ＮＵＴＳ　ＤＡＹ著誠文堂新光社くらしの実用書 7/6
63 口金使いのバッグ 越膳夕香著 日本ヴォーグ社くらしの実用書 7/15
64 ６０代、７０代からのアイテム別着こなしレシピ( レディブティックシリーズ) 佐藤恵子著 ブティック社 くらしの実用書 7/15
65 忙しい人でもすぐに作れる　いつもの材料でおいしい和えもの大原千鶴著 家の光協会 くらしの実用書 7/26
66 その道のプロに聞く　生きものの飼いかた 松橋利光著 大和書房 くらしの実用書 7/下
67 すべて作れて着まわせる　やさしい服 生西圭著 日本ヴォーグ社くらしの実用書 7/15
68 柿づくし 濱崎貞弘著 農山漁村文化協会くらしの実用書 7/15
69 ビジネススキル大全 藤井孝一著 ダイヤモンド社ビジネス・くらしの経済7/14
70 中小企業のための補助金・助成金徹底活用法 牧野谷輝著 同友館 ビジネス・くらしの経済7/1
71 トラブルにならない小さな会社の女性社員を雇うルール 井寄奈美著 日本実業出版社ビジネス・くらしの経済7/21
72 超図解　いちばんよくわかる土と肥料入門 加藤哲郎著 家の光協会 すまいと住宅 7/26
73 胃がん　完治をめざす最新治療ガイド( 健康ライブラリーイラスト版) 佐野武監修 講談社 健康と家庭の医学7/11
74 うつ病のことが正しくわかる本 野村総一郎監修西東社 健康と家庭の医学7/中
75 図解　よくわかる女性の尿もれ、男性の頻尿をぐんぐん解消する！　最新治療と予防法　 奥井識仁監修 日東書院本社健康と家庭の医学7/26
76 ちゃんと知りたい　子どもの起立性調節障害 田中大介著 洋泉社 健康と家庭の医学8/1
77 図解　アクティブラーニングがよくわかる本( 健康ライブラリー ) 小林昭文監修 講談社 教育と福祉 7/11
78 子どもがのびる　保育45のことばかけ 湯汲英史著 合同出版 教育と福祉 7/中
79 認知症の食事づくり（仮） 山口晴保著 主婦と生活社教育と福祉 7/8
80 子どものこころのセーフティネット 近藤卓著 少年写真新聞社教育と福祉 7/7
81 特別の教科　道徳　Ｑ＆Ａ 松本美奈編著
貝塚茂樹編著
合田哲雄編著
西野真由美編著ミネルヴァ書房教育と福祉 7/20
82 保育園に入るために！　はじめての「保活」 山下真実著 洋泉社 教育と福祉 8/1
83 すぐに役立つ図解とＱ＆Ａでわかる　( 道路・境界・建築・住環境の法律とトラブル解決マニュアル140) 梅原ゆかり監修 三修社 くらしの法律 7/中
84 結婚・事実婚・同棲に迷ったときに読む本 黒澤計男著・監修自由国民社 くらしの法律 7/1
85 泣き寝入りしないための　交通事故の対忚ガイド アディーレ法律事務所編中央経済社 くらしの法律 8/上
86 喜望峰が拓いた世界史 ペーター・フェルトバウアー著
藤川芳朗訳中央公論新社歴史と紀行 7/7
87 密室の戦争　日本人捕虜、よみがえる肉声 片山厚志著
ＮＨＫスペシャル取材班著岩波書店 歴史と紀行 7/28
88 ロープウェイ探訪 松本晋一著 グラフィック社歴史と紀行 7/10
89 全国宇宙科学館ガイド Ｓｐａｃｅｉ（ＪＡＸＡ・日本宇宙フォーラム）監修
恒星社厚生閣編集部編恒星社厚生閣歴史と紀行 7/中
90 地図がわかれば社会がわかる 田代博著 新日本出版社歴史と紀行 7/6
91 刀に生きる 塩野米松著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本の文化 7/22
92 日本まじない食図鑑 吉野りり花著 青弓社 日本の文化 7/25
93 落語 横井洋司写真
山本進文山川出版社 日本の文化 7/11
94 世界のお墓 ネイチャー＆サイエンス編幻冬舎 世界の文化 7/5
95 地図の物語 ( ＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＧＥＯＧＲＡＰＨＩＣ) アン・ルーニー著
井田仁康監修
高作自子訳日経ＢＰマーケティング世界の文化 7/14
96 謎を呼ぶ大建築 ( ＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＧＥＯＧＲＡＰＨＩＣ) ナショナルジオグラフィック著日経ＢＰマーケティング世界の文化 7/14
97 オレンジの歴史 ( 「食」の図書館 ) クラリッサ・ハイマン著
大間知知子訳原書房 世界の文化 7/下
98 親なら知っておきたい　学歴の経済学 西川純著 学陽書房 現代社会 7/15
99 ネットいじめの構造と対処・予防 加納寛子編著
内藤朝雄著
西川純著金子書房 現代社会 7/中

100 知識ゼロからのユーロ入門 小島健著 幻冬舎 現代社会 7/25
101 家族のゆくえは金しだい 信田さよ子著 春秋社 現代社会 7/下
102 喰い尽くされるアフリカ　 ※第77回アメリカ海外記者クラブ賞・国際報道ノンフィクション図書部門最優秀賞受賞作品トム・バージェス著
山田美明訳集英社 現代社会 7/26
103 野生動物の餌付け問題 畠山武道著
小島望著地人書館 現代社会 7/中
104 大学入試改革　海外と日本の現場から 読売新聞教育部著中央公論新社現代社会 7/7
105 税金考　ゆがむ日本 日本経済新聞社編著日本経済新聞出版社現代社会 7/8
106 なぜ蚊は人を襲うのか ( 岩波科学ライブラリー２５１) 嘉糠洋陸著 岩波書店 サイエンス 7/14
107 海藻の疑問５０ 日本藻類学会編著成山堂書店 サイエンス 7/1
108 ３Ｄ地形図で歩く日本の活断層 柴山元彦著 創元社 サイエンス 7/25
109 新しい野生　ＴＨＥ　ＮＥＷ　ＷＩＬＤ フレッド・ピアス著
藤井留美訳草思社 サイエンス 7/中
110 ブラックホール マーシャ・バトゥーシャク著
山田陽志郎訳地人書館 サイエンス 7/中
111 海の寄生・共生生物図鑑 長澤和也編著
星野修著
齋藤暢宏著
　　　　　　　　　
築地書館 サイエンス 7/中
112 電子回路が一番わかる ( しくみ図解 ) 清水暁生著 技術評論社 テクノロジー 8/2
113 ＩＣＴ未来予想図 ( 共立スマートセレクション９) 土井美和子著
共立出版 テクノロジー 7/
114 トコトンやさしい蒸気の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 勝呂幸男著 日刊工業新聞社テクノロジー 7/26
115 レオナルド・ダ・ヴィンチの秘密　天才の挫折と輝き コスタンティーノ・ドラッツィオ著
上野真弓訳河出書房新社芸術・スポーツ 7/11
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116 西洋音楽史再入門 ( 四つの視点で読み解く音楽と社会) 村田千尋著 春秋社 芸術・スポーツ 7/中
117 文字を作る仕事 鳥海修著 晶文社 芸術・スポーツ 7/中
118 高校野球を１００倍楽しむ　ブラバン甲子園大研究 梅津有希子著 文藝春秋 芸術・スポーツ 7/
119 知る権利をささえる学校図書館（仮） 渡邊重夫著 勉誠出版 ライブラリアン 7/
120 とびきりの夏の思い出、つくります！ ( マーサとリーサ２ ) たかおかゆみこ作・絵岩崎書店 児童読み物 7/13
121 なんでもない　なつの日 ウォルター・デ・ラ・メア詩
カロリーナ・ラベイ絵
海後礼子訳岩崎書店 児童読み物 7/7
122 みんなともだち 二宮由紀子作
海谷泰水絵教育画劇 児童読み物 7/下
123 すすめ！うみのきゅうじょたい ( 金の星社の絵本 ) 竹下文子文
鈴木まもる絵金の星社 児童読み物 7/中
124 ふしぎなカサやさん ( 新しいえほん ) みやにしたつや作・絵金の星社 児童読み物 7/中
125 キノコのカミサマ 花形みつる作
鈴木裕之絵金の星社 児童読み物 7/19
126 ロケットじどうはんばいき　快足スプレー( わくわくライブラリー) 山口タオ作
田丸芳枝絵講談社 児童読み物 7/13
127 たのしいひっこし ( ぴっかぴかえほん) 岡田よしたか作・絵小学館 児童読み物 7/29
128 シロナガスクジラ　海の青い巨大な生き物 ジェニ・デズモンド作・絵
福本由紀子訳ＢＬ出版 児童読み物 7/中
129 なつめやしのおむこさん 市川里美作・絵 ＢＬ出版 児童読み物 8/10
130 君の話を聞かせてアーメル ( 文研じゅべにーる) ニキ・コーンウェル作
渋谷弘子訳文研出版 児童読み物 7/30
131 しげちゃんとじりつさん ( 「しげちゃん」シリーズ２) 室井滋作
長谷川義史絵金の星社 児童読み物 7/中
132 いもさいばん ( 講談社の創作絵本) きむらゆういち文
田島征彦絵講談社 児童読み物 7/8
133 げたにばける ( ひまわりえほんシリーズ) 新美单吉作
西村敏雄絵鈴木出版 児童読み物 7/15
134 こうさぎクーとおにんぎょう ( チューリップえほんシリーズ) みやにしたつや作・絵鈴木出版 児童読み物 7/15
135 おばけマンション 鈴木翼著
村上康成絵世界文化社 児童読み物 7/16
136 世界一の三人きょうだい グードルン・メプス作
山西ゲンイチ絵
はたさわゆうこ訳徳間書店 児童読み物 7/13
137 みどりのトカゲとあかいながしかく スティーブ・アントニー作・絵
吉上恭太訳徳間書店 児童読み物 7/13
138 四人のおばあちゃん ダイアナ・ウィン・ジョーンズ作
佐竹美保絵
野口絵美訳徳間書店 児童読み物 7/13
139 こうさぎとほしのどうくつ わたりむつこ作
でくねいく絵のら書店 児童読み物 7/15
140 ゆびさきちゃんのだいぼうけん ( コドモエのえほん ) いわいとしお作・絵白泉社 児童読み物 7/21
141 おたからパン 真珠まりこ作・絵ひさかたチャイルド児童読み物 7/
142 ねずみくんとおばけ ( ねずみくんの絵本３３) なかえよしを作
上野紀子絵ポプラ社 児童読み物 7/上
143 もりモリさまの森 田島征三作
さとうなおゆき絵理論社 児童読み物 7/19
144 ジンブン系自由研究アイディア５１ 福井直秀著 かもがわ出版児童ノンフィクション7/13
145 もしも地球がひとつのリンゴだったら ( 絵本地球ライブラリー) デビッド・Ｊ．スミス作
スティーブ・アダムス絵　　　　　　　　　　　　千葉茂樹訳小峰書店 児童ノンフィクション7/上
146 ウソのような現実の大図鑑 ( 信じられない現実の大図鑑シリーズ３) アンドレア・ミルズ著
増田まもる監訳東京書籍 児童ノンフィクション7/13
147 １０歳からのお料理教室　季節のイベントレシピ 大瀬由生子著 日東書院本社児童ノンフィクション7/29
148 よくわかる貿易　輸出入の役割からＴＰＰの基本まで( 楽しい調べ学習シリーズ) 泉美智子監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション7/1
149 ＭＯＮＵＭＥＮＴＡＬ　世界のすごい建築（仮）( ポプラせかいの絵本５４) サラ・タヴェルニエ作
アレクサンドル・ヴェルイーユ作　　　　　　　　　河野彩訳　　　　　　　　　加藤耕一監修ポプラ社 児童ノンフィクション7/上
150 ルイ・ブライユと点字をつくった人びと( 調べる学習百科　第２期全６巻) 高橋昌巳監修
高梁まい文
こどもくらぶ編岩崎書店 児童ノンフィクション7/
151 チリメンモンスターのひみつ　さぐれ！海の生き物のくらし きしわだ自然資料館監修
武田正倫監修　　　　　　　　　　いずもりょう絵偕成社 児童ノンフィクション7/上
152 眠れなくなる宇宙のはなし ( 講談社の創作絵本) 佐藤勝彦著
長崎訓子絵講談社 児童ノンフィクション7/25
153 どうなっているの？だんめん図鑑 断面マン（日本切断研究所）製作・監修小学館 児童ノンフィクション7/13
154 子どものうちに知っておきたい！おしゃれ障害( 健康ハッピーシリーズ) 岡村理栄子著 少年写真新聞社児童ノンフィクション7/中
155 これから戦場に向かいます　戦争ってなんだろう？ 山本美香写真・文
ふじしろはやと構成ポプラ社 児童ノンフィクション7/下
156 ＳＵＲＶＩＶＯＲ　１　嵐の試練 ジェフ・プロブスト著
クリス・テブレッツ著
澤田澄江訳講談社 ヤングアダルト 7/5
157 ＳＵＲＶＩＶＯＲ　２　炎の試練 ジェフ・プロブスト著
クリス・テブレッツ著
澤田澄江訳講談社 ヤングアダルト 8/2
158 トットちゃんとソウくんの戦争 黒柳徹子著
田原総一朗著講談社 ヤングアダルト 7/13
159 百年後、ぼくらはここにいないけど 長江優子著 講談社 ヤングアダルト 7/12
160 フォックスクラフト　　アイラと憑かれし者たち インバリ・イセーレス著
金原瑞人訳
井上里訳静山社 ヤングアダルト 7/7
161 言葉を武器に変えて（仮） ( きみが世界を変えるなら１　全３巻) 石井光太著 ポプラ社 ヤングアダルト 7/11
162 世界を改革した子どもたち（仮） ( きみが世界を変えるなら２　全３巻) 石井光太著 ポプラ社 ヤングアダルト 7/11
163 「わたしの物語」を生きる（仮） ( きみが世界を変えるなら３　全３巻) 石井光太著 ポプラ社 ヤングアダルト 7/11
164 もっと知りたい！「科学の芽」の世界　ＰＡＲＴ５ 永田恭介監修
「科学の芽」賞実行委員会編丸善出版（発売）／筑波大学出版会（発行）ヤングアダルト 7/11
165 ペーパーボーイ ( １０代からの海外文学　／ＳＴＡＭＰ　ＢＯＯＫＳ) ヴィンス・ヴォーター作
原田勝訳岩波書店 ヤングアダルト 7/8
166 アリスのうさぎ ( ビブリオ・ファンタジア) 斉藤洋作
森泉岳土絵偕成社 ヤングアダルト 7/中
167 北高野球部学生監督ガイ（仮） 本田有明著 河出書房新社ヤングアダルト 7/25
168 生命の起源を探して　ぼくは生物学者になった（仮）( １４歳の世渡り術 ) 長沼毅著 河出書房新社ヤングアダルト 7/25
169 世界を７で数えたら ( ＳＵＰＥＲ！　ＹＡ ) ホリー・ゴールドバーグ・スローン著
三辺律子訳小学館 ヤングアダルト 7/27
170 お父さんが教える　１３歳からの金融入門 デヴィッド・ビアンキ著
関美和訳日本経済新聞出版社ヤングアダルト 7/20


