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1 海に向かう足あと 朽木祥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 1/26

2 星をつける女 原宏一著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 1/26
3 血と肉 中山咲著 河出書房新社 日本文芸書 1/25
4 戦始末 矢野隆著 講談社 日本文芸書 1/24
5 お師匠さま、整いました！ ※第１１回小説現代長編新人賞受賞作品泉ゆたか著 講談社 日本文芸書 1/17
6 恐怖小説　キリカ 澤村伊智著 講談社 日本文芸書 1/17
7 野良猫を尊敬した日 穂村弘著 講談社 日本文芸書 1/24
8 自由なサメと人間たちの夢 渡辺優著 集英社 日本文芸書 1/26
9 原之内菊子の憂鬱なインタビュー 大山淳子著 小学館 日本文芸書 1/16

10 源氏姉妹（ゲンジシスタアズ） 酒井順子著 新潮社 日本文芸書 1/20
11 駒姫 　三条河原異聞 武内涼著 新潮社 日本文芸書 1/18
12 人生の踏絵 遠藤周作著 新潮社 日本文芸書 1/24
13 スイミングスクール 高橋弘希著 新潮社 日本文芸書 1/31
14 夏をなくした少年たち ※第３回新潮ミステリー大賞受賞作品生馬直樹著 新潮社 日本文芸書 1/20
15 縫わんばならん 古川真人著 新潮社 日本文芸書 1/下
16 ビニール傘 岸政彦著 新潮社 日本文芸書 1/下
17 万葉恋づくし 梓澤要著 新潮社 日本文芸書 1/20
18 サイレンス 秋吉理香子著 文藝春秋 日本文芸書 1/下
19 为君　　井伊の赤鬼・直政伝 高殿円著 文藝春秋 日本文芸書 1/下
20 まひるまの星　紅雲町珈琲屋こよみ 吉永单央著 文藝春秋 日本文芸書 1/下
21 狩人の悪夢 ( 火村シリーズ ) 有栖川有栖著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 1/26
22 東京クルージング 伊集院静著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 1/26
23 不時着する流星たち 小川洋子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 1/26
24 無貌の神 恒川光太郎著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 1/26
25 白い衝動 呉勝浩著 講談社 日本文芸書 1/24
26 そういう生き物 ※第４０回すばる文学賞受賞作品春見朔子著 集英社 日本文芸書 2/3
27 テロリストの処方 久坂部羊著 集英社 日本文芸書 2/3
28 本を守ろうとする猫の話 夏川草介著 小学館 日本文芸書 1/31
29 ギリシア人の物語２　民为政の成熟と崩壊( 全３巻 ) 塩野七生著 新潮社 日本文芸書 1/27
30 果てしなき追跡 逢坂剛著 中央公論新社 日本文芸書 1/18
31 カブールの園 宮内悠介著 文藝春秋 日本文芸書 1/
32 銀の猫 朝井まかて著 文藝春秋 日本文芸書 1/23
33 サロメ 原田マハ著 文藝春秋 日本文芸書 1/下
34 やまと錦 村木嵐著 光文社 日本文芸書 1/16
35 界外ジャーニー（仮） 田丸雅智著 実業之日本社 日本文芸書 1/26
36 トリニティの軌跡（仮） 安生正著 実業之日本社 日本文芸書 1/26
37 バスを待つ男 西村健著 実業之日本社 日本文芸書 1/26
38 太郎とさくら 小野寺史宜著 ポプラ社 日本文芸書 1/12
39 月のぶどう 寺地はるな著 ポプラ社 日本文芸書 1/10
40 リアルプリンセス 寺地はるな/飛鳥井千砂/加藤千恵/島本理生/藤岡陽子/大山淳子著ポプラ社 日本文芸書 1/10
41 クラウドガール 金原ひとみ著 朝日新聞出版 日本文芸書 1/6
42 私をくいとめて 綿矢りさ著 朝日新聞出版 日本文芸書 1/6
43 ネコと昼寝　れんげ荘物語 群ようこ著 角川春樹事務所日本文芸書 1/12
44 罠に落ちろ　　影の探偵’８７ 藤田宜永著 徳間書店 日本文芸書 1/18
45 墨龍賦（ボクリュウフ） 葉室麟著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 1/24
46 向こうがわの蜂 池永陽著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 1/24
47 サンライズ・サンセット 山本一力著 双葉社 日本文芸書 1/10
48 翼がなくても 中山七里著 双葉社 日本文芸書 1/17
49 山猫珈琲　下 ( ＊１１月掲載「湊かなえ初エッセイ集（仮）」改題で上・下巻になりました。) 湊かなえ著 双葉社 日本文芸書 1/24
50 小説ライムライト　チャップリンの映画世界 チャールズ・チャップリン/ディヴィット・ロビンソン著/大野裕之監修集英社 外国文芸書 1/26
51 Ｊ・Ｇ・バラード短編全集２　歌う彫刻( 全５巻 ) Ｊ・Ｇ・バラード著/柳下毅一郎監修東京創元社 外国文芸書 1/28
52 深い穴に落ちてしまった イヴァン・レピラ著/白川貴子訳東京創元社 外国文芸書 1/21
53 存在感のある人　アーサー・ミラー短篇小説集 アーサー・ミラー著/上岡伸雄訳早川書房 外国文芸書 1/下
54 ビリー・リンの永遠の一日 ( 新潮クレスト・ブックス) ベン・ファウンテン著/上岡伸雄訳新潮社 外国文芸書 1/31
55 私たちが姉妹だったころ カレン・ジョイ・ファウラー著/矢倉尚子訳白水社 外国文芸書 1/下
56 羊飼いの暮らし ジェイムズ・リーバンクス著/濱野大道訳早川書房 外国文芸書 1/下
57 楽園の世捨て人 ( ＨＡＹＡＫＡＷＡ　ＰＯＣＫＥＴ　ＭＹＳＴＥＲＹ　ＢＯＯＫＳ) トーマス・リュダール著/木村由利子訳早川書房 外国文芸書 1/上
58 お祝いのスピーチきちんとマナーハンドブック 杉本祐子著 为婦の友社 くらしの実用書 1/30
59 春夏秋冬をぎゅっとつめて　旬弁当１００（仮） 中川たま著 日本文芸社 くらしの実用書 2/9
60 为菜別　献立がすぐ決まる副菜レシピ帖 堤人美著 家の光協会 くらしの実用書 1/26
61 髪が増える、若返る！大人の健康ヘアケア講座 稲垣俊彦著 幻冬舎 くらしの実用書 1/23
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62 使えるきのこレシピ 野永喜三夫著/谷　昇著/佐藤護著/菰田欣也著柴田書店 くらしの実用書 1/上
63 こうじ甘酒レシピ　作りおき ( ＬＡＤＹ　ＢＩＲＤ小学館実用シリーズ) 伏木暢顕著 小学館 くらしの実用書 1/11
64 化粧品成分表示のかんたん読み方手帳 久光一誠監修 永岡書店 くらしの実用書 1/10
65 こどもに作ってあげたいもの 日本ヴォーグ社編 日本ヴォーグ社 くらしの実用書 1/13
66 企業を守る　ネット炎上対応の実務 清水陽平著 学陽書房 ビジネス・くらしの経済 1/17
67 作業療法士になろう！ 齋藤さわ子著 青弓社 ビジネス・くらしの経済 1/18
68 小さな会社のための 新しい退職金・企業年金入門 山崎俊輔著 ダイヤモンド社 ビジネス・くらしの経済 1/26
69 ネーミング全史 岩永嘉弘著 日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済 1/20
70 症状と原因が写真でわかる　野菜の病害虫ハンドブック草間祐輔著 家の光協会 すまいと住宅 1/25
71 超リアルイラストで 丸ごとわかる「建築基準法」 エクスナレッジ すまいと住宅 ２/中
72 日本近代建築家列伝　生き続ける建築 鈴木博之著/藤森照信著/藤岡洋保ほか著/丸山雅子監修鹿島出版会 すまいと住宅 1/18
73 ドクター古藤（コトー）の家庭菜園診療所 古藤俊二著 農山漁村文化協会すまいと住宅 1/27
74 腎機能が低下したときにすぐに読む本( しっかりわかる新しい医療) 塚本雄介著 技術評論社 健康と家庭の医学 1/19
75 つらい肩のこりと痛みがみるみるとれる( 自宅でできる「超簡卖ストレッチ」) 筒井廣明著/山口光國著/樋口頼子著技術評論社 健康と家庭の医学 1/12
76 認知症かな？と思ったらすぐ読む本( しっかりわかる新しい医療) 朝田隆著 技術評論社 健康と家庭の医学 1/19
77 知りたいことがよく分かる　整形外科Ｑ＆Ａハンドブック 井尻慎一郎著 創元社 健康と家庭の医学 1/26
78 図解食物アレルギーの悩みを解消する！( 最新治療と正しい知識) 海老澤元宏監修 日東書院本社 健康と家庭の医学 1/27
79 最先端治療　乳がん 国立がんセンター中央病院乳腺・腫瘍内科、乳腺外科他編法研 健康と家庭の医学 1/19
80 ママのためのアンガーマネジメント 日本アンガーマネジメント協会監修/篠真希著合同出版 教育と福祉 1/下
81 発達障害の子のための「すごい道具」( ＯＹＡＫＯムック ) 安部博志著 小学館 教育と福祉 1/18
82 引っぱり出す！こぼす！落とす！( そのイタズラは子どもが伸びるサインです) 伊藤美佳著 青春出版社 教育と福祉 1/27
83 紙でつくるリハビリクラフト ( 高齢者のクラフトサロン４) 佐々木隆志監修/工房ＧＥＮ著誠文堂新光社 教育と福祉 2/1
84 子ども防犯マニュアル（仮） 舟生岳夫著 日経ＢＰマーケティング教育と福祉 1/25
85 初めての人のためのビジネス著作権法 牧野和夫著 中央経済社 くらしの法律 1/12
86 コロンブスの不平等交換　作物・奴隷・疫病の世界史 山本紀夫著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 歴史と紀行 1/23
87 歯みがき１００年物語 ライオン歯科衛生研究所編ダイヤモンド社 歴史と紀行 1/19
88 感染源～防衛不能はパンデミックを追う～ ソニア・シャー著/上原ゆうこ訳原書房 歴史と紀行 1/23
89 天皇と和歌　国見と儀礼の一五〇〇年( 講談社選書メチエ ) 鈴木健一著 講談社 日本の文化 1/10
90 日本まんじゅう紀行 弟子吉治郎著 青弓社 日本の文化 1/12
91 日本の美しい食卓歳時記　【英訳付】 ＪＡＴＴジャパンテーブルアーチスト協会著誠文堂新光社 日本の文化 1/5
92 日本十二支考　文化の時空を生きる( 中公叢書 ) 濱田陽著 中央公論新社 日本の文化 1/7
93 目からうろこ！　本当の意味・いわれがわかる( 冠婚葬祭のことば ) ことば舎編 評論社 日本の文化 1/20
94 ４７都道府県・乾物／干物百科 星名桂治著 丸善出版 日本の文化 1/下
95 世界手芸紀行 ( 「毛糸だま」特別編集) 日本ヴォーグ社編 日本ヴォーグ社 世界の文化 1/27
96 パスタと麺の歴史 ( 「食」の図書館 ) カンタ・シェルク著/龍和子訳原書房 世界の文化 1/19
97 独裁国家・北朝鮮の実像 坂井隆著/平岩俊司著朝日新聞出版 現代社会 1/20
98 女性はなぜ働きにくいのか ( 二極化の時代に、新しい生き方、働き方を探る) 野村浩子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 現代社会 1/31
99 ダーク・マネー ジェイン・メイヤー著/伏見威蕃訳東洋経済新報社現代社会 1/26

100 ドラッグと分断社会アメリカ カール・ハート著/寺町朊子訳早川書房 現代社会 1/23
101 わが子に会えない 西牟田靖著 ＰＨＰ研究所 現代社会 1/18
102 難民を知るための基礎知識 山田満編著/滝澤三郎監修明石書店 現代社会 1/下
103 小さなまちづくりのための空き家活用術 高橋大輔著 建築資料研究社現代社会 1/12
104 なぜ「子供部屋」を作るのか 藤原智美著 廣済堂出版 現代社会 1/下
105 同一労働同一賃金の衝撃 山田久著 日本経済新聞出版社現代社会 1/26
106 つじつまを合わせたがる脳 ( 岩波科学ライブラリー２５７) 横澤一彦著 岩波書店 サイエンス 1/19
107 科学のあらゆる疑問に筓えます ＮｅｗＳｃｉｅｎｔｉｓｔ編集部編ＳＢクリエイティブサイエンス 1/20
108 「毛」の人類史 ( ヒストリカル・スタディーズ１８) カート・ステン著/藤井美佐子訳太田出版 サイエンス 1/24
109 年代で見る　日本の地質と地形 高木秀雄著 誠文堂新光社 サイエンス 1/10
110 フィールドで出会う哺乳動物観察ガイド 山口喜盛著 誠文堂新光社 サイエンス 1/13
111 体内ミクロツアー ビジュアル版　消化の旅( ニュートンムック ) ニュートンプレスサイエンス 1/13
112 理解するほどおもしろい！パソコンのしくみがよくわかる本丹羽信夫著 技術評論社 テクノロジー 1/19
113 ゼロからわかる機械力学入門 ( わかる基礎入門シリーズ) 小峯龍男著 技術評論社 テクノロジー 1/23
114 おうちで学べるサーバのきほん 木下肇著 翔泳社 テクノロジー 1/13
115 未開封の包装史 林健男著 ダイヤモンド社 テクノロジー 1/13
116 デジタルアポロ ※２００８年米国航空宇宙学会賞受賞作品 デビッド・ミンデル著/岩澤ありあ訳東京電機大学出版会テクノロジー 1/20
117 トコトンやさしい船舶工学の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 池田良穂著 日刊工業新聞社テクノロジー 1/27
118 ロボットの歴史を作ったロボット１００ アナ・マトロニック著/片山美佳子訳日経ＢＰマーケティングテクノロジー 1/19
119 新生オルセー美術館 ( とんぼの本 ) 高橋明也著 新潮社 芸術・スポーツ 1/27
120 野村万蔵の狂言へござれ 野村万蔵著 淡交社 芸術・スポーツ 1/12
121 ５歳の子どもにできそうでできないアート( ―現代美術１００の読み解き―) スージー・ホッジ著/田中正之監修東京美術 芸術・スポーツ 1/30
122 はじめて学ぶデザインの基本 小島トシノブ著 ナツメ社 芸術・スポーツ 1/16
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123 社史の図書館の歩き方（仮） 高田高史著 柏書房 ライブラリアン 1/24
124 認知症予防におすすめ図書館利用術( フレッシュ脳の保ち方) 結城俊也著 紀伊國屋書店（発売）／日外アソシエーツ（発行）ライブラリアン 1/20
125 「本をつくる」という仕事 稲泉連著 筑摩書房 ライブラリアン 1/25
126 子どもの本のよあけ-瀬田貞二伝 荒木田隆子著 福音館書店 ライブラリアン 1/11
127 図書館徹底活用術 寺尾隆監修 洋泉社 ライブラリアン 1/25
128 初恋ゆうれいアート　　 ( ナツカのおばけ事件簿１５) 斉藤洋作/かたおかまなみ絵あかね書房 児童読み物 1/下
129 おひるねしましょ フィリス・ゲイシャイトー文/デイヴィッド・ウォーカー絵/福本友美子訳岩崎書店 児童読み物 1/中
130 ぼくはスーパーヒーロー　 ( アスペルガー症候群の男の子のはなし) メラニー・ウォルシュ作/品川裕香訳岩崎書店 児童読み物 1/25
131 かぞくになって！ ( 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 1/中
132 リターン　洞窟壁画の魔法 ( 講談社の翻訳絵本) アーロン・ベッカー作・絵講談社 児童読み物 1/25
133 たまごにいちゃんとたまごねえちゃん( ひまわりえほんシリーズ) あきやまただし作・絵鈴木出版 児童読み物 1/20
134 スラムにひびくバイオリン　 ( ゴミを楽器に変えたリサイクル・オーケストラ) スーザン・フッド著/サリー・ワーン・コンポート絵汐文社 児童読み物 1/中
135 ぼくとベルさん　　友だちは発明王 フィリップ・ロイ著/櫛田理絵訳ＰＨＰ研究所 児童読み物 1/25
136 とらさんおねがいおきないで ブリッタ・テッケントラップ作・絵/木坂涼訳ひさかたチャイルド児童読み物 1/中
137 えらいこっちゃのようちえん かさいまり文/ゆーちみえこ絵アリス館 児童読み物 1/25
138 走れ！！　機関車 ※２０１４年コルデコット賞受賞作品ブライアン・フロッカ作・絵/日暮雅通訳偕成社 児童読み物 1/18
139 きょうはやきにく ( たべもののおなはし) いとうみく作/小泉るみ子絵講談社 児童読み物 1/25
140 にげたエビフライ ( たべもののおはなし　) 村上しいこ作/さとうめぐみ絵講談社 児童読み物 1/25
141 おむかえパパ ナディーヌ・ブランコム文/オレリー・ギュレ絵/中川ひろたか訳为婦の友社 児童読み物 1/16
142 おしろのばん人とガレスピー ( こころのほんばこシリーズ／ ※コルデコット・オナー賞受賞作品) ベンジャミン・エルキン文/ジェームス・ドーハーティ絵　/小宮由訳大日本図書 児童読み物 1/中
143 なかないで、アーサー　てんごくにいったいぬのはなし エマ・チチェスター・クラーク作・絵/こだまともこ訳徳間書店 児童読み物 1/19
144 クララ                                                                                                                                                                                                      エミリー・アーノルド・マッカリー作・絵/よしいかずみ訳ＢＬ出版 児童読み物 1/20
145 塩田の運動会 ( 日本傑作絵本シリーズ) 那須正幹作/田頭よしたか画福音館書店 児童読み物 1/18
146 さてさて、きょうのおはなしは・・・( 日本と世界のむかしばなし) 瀬田貞二再話・訳/野見山響子画福音館書店 児童読み物 1/11
147 ねぎぼうずのあさたろう　１０　ゆきはこんこんわたりどり( 日本傑作絵本シリーズ) 飯野和好作・絵 福音館書店 児童読み物 1/18
148 浮世絵って何？　どうやってつくるの？（入門編）( 世界にほこる日本の伝統文化/はじめての浮世絵１　全３巻) 深光富士男著 河出書房新社 児童ノンフィクション 1/25
149 人気絵師の名作を見よう！　知ろう！（絵師編）　( 世界にほこる日本の伝統文化/はじめての浮世絵２　全３巻) 深光富士男著 河出書房新社 児童ノンフィクション 1/25
150 いろんな浮世絵を楽しもう！（種類編）　( 世界にほこる日本の伝統文化/はじめての浮世絵３　全３巻) 深光富士男著 河出書房新社 児童ノンフィクション 1/25
151 教科別に発表してみよう ( アクティブラーニングで身につく発表・調べ学習４　全４巻完結) 東京学芸大学附属大泉小学校/中村昌子監修河出書房新社 児童ノンフィクション 1/16
152 想像力のスイッチを入れよう ( 世の中への扉 ) 下村健一著 講談社 児童ノンフィクション 1/16
153 包丁を使わないで作るごはん ( ひとりでできる！Ｆｏｒ　ｋｉｄｓ！！) 寺西恵里子著 日東書院本社 児童ノンフィクション 2/8
154 教科書にでてくる　音楽家の伝記 講談社編 講談社 児童ノンフィクション 1/25
155 庭のたからもの 大野八生作 小学館 児童ノンフィクション 1/25
156 ぜんぶわかる１１８元素図鑑 ( 子供の科学★サイエンスブックス) 玉尾皓平著 誠文堂新光社 児童ノンフィクション 2/10
157 日本人なら知っておきたい！モノのはじまりえほん 荒俣宏監修/ふわこういちろうイラスト日本図書センター児童ノンフィクション 1/26
158 地球儀で探検！　　まわしながら新発見をしよう( 楽しい調べ学習シリーズ) 小泉武栄監修/渡辺一夫著ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション 1/16
159 動物がすき！　イリオモテヤマネコをとおしてみえたこと( 福音館の科学シリーズ) 安間繁樹文/岡本泰子絵福音館書店 児童ノンフィクション 1/18
160 アーチー・グリーンと錬金術師の呪い( アーチー・グリーンと魔法の図書館２) Ｄ．Ｄ．エヴェレスト著/こだまともこ訳あすなろ書房 ヤングアダルト 1/25
161 理系大学生活ハンドブック 原田淳著 化学同人 ヤングアダルト 2/6
162 税金の大事典 神野直彦監修 くもん出版 ヤングアダルト 1/中
163 少年Ｎの長い長い旅　０２ ( ＹＡ！　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ) 石川宏千花著/岩本ゼロゴ画講談社 ヤングアダルト 1/25
164 狐霊の檻 廣島玲子作/マタジロウ絵小峰書店 ヤングアダルト 1/下
165 １０１人が選ぶ「とっておきの言葉」( １４歳の世渡り術 ) １４歳の世渡り術編集部編河出書房新社 ヤングアダルト 1/25
166 命の意味　命のしるし ( 世の中への扉 ) 上橋菜穂子著/齋藤慶輔著講談社 ヤングアダルト 1/25
167 「量子論」がすっきりわかる 大関真之著 小学館 ヤングアダルト 1/30
168 テストなのに休めない！？～今から知っておきたい働く人のルール( 気をつけよう！ブラックバイト・ブラック企業２) ブラックバイトから子どもたちを守る会編著/石田久男法律監修汐文社 ヤングアダルト 1/下
169 物理　あらゆる科学の礎の歴史 ( 歴史を変えた１００の大発見　) 新田英雄監訳/ヴォルフガング・フォグリ訳丸善出版 ヤングアダルト 1/下


