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1 家と庭 畑野智美著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 2/22
2 燕雀の夢（仮） 天野純希著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 2/23
3 スウィングしなけりゃ意味がない(仮) 佐藤亜紀著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 2/23
4 産まなくても、産めなくても 甘糟りり子著 講談社 日本文芸書 2/27
5 再起動 岡本学著 講談社 日本文芸書 2/21
6 星に願いを、そして手を。 ※第２９回小説すばる新人賞受賞作品 青羽悠著 集英社 日本文芸書 2/24
7 岩場の上から 黒川創著 新潮社 日本文芸書 2/28
8 鬼門の将軍 高田崇史著 新潮社 日本文芸書 2/22
9 みすゞと雅輔 松本侑子著 新潮社 日本文芸書 3/3

10 名誉と恍惚 松浦寿輝著 新潮社 日本文芸書 3/3
11 ゆらぐ玉の緒 古井由吉著 新潮社 日本文芸書 2/28
12 アンソロジー　「隠す」 大崎梢著/近藤史恵著/柴田よしきほか著文藝春秋 日本文芸書 2/上
13 失われた地図 恩田陸著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 2/8
14 かわうそ堀怪談見習い 柴崎友香著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 2/23
15 立川忍びより 仁木英之著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 2/23
16 敵の名は、宮本武蔵（仮） 木下昌輝著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 2/23
17 雪つもりし朝　二・二六の人々 植松三十里著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 2/2
18 ガーディアン 薬丸岳著 講談社 日本文芸書 2/21
19 合理的にあり得ない　上水流涼子の解明 柚月裕子著 講談社 日本文芸書 2/14
20 人間じゃない　(未収録作品集) 綾辻行人著 講談社 日本文芸書 2/14
21 北斎まんだら 梶よう子著 講談社 日本文芸書 2/27
22 今ひとたびの、和泉式部 諸田玲子著 集英社 日本文芸書 3/3
23 錯迷 堂場瞬一著 小学館 日本文芸書 1/25
24 ぼくの死体をよろしくたのむ 川上弘美著 小学館 日本文芸書 2/28
25 騎士団長殺し　第１部　顕れるイデア編 村上春樹著 新潮社 日本文芸書 2/24
26 騎士団長殺し　第２部　遷ろうメタファー編 村上春樹著 新潮社 日本文芸書 2/24
27 物件探偵 乾くるみ著 新潮社 日本文芸書 2/22
28 不発弾 相場英雄著 新潮社 日本文芸書 2/22
29 戦友たちの祭典 森村誠一著 中央公論新社 日本文芸書 2/20
30 終りなき夜に生まれつく 恩田陸著 文藝春秋 日本文芸書 2/下
31 芝公園六角堂跡 西村賢太著 文藝春秋 日本文芸書 2/上
32 ゼロ・アワー 中山可穂著 朝日新聞出版 日本文芸書 2/7
33 蘇我の娘の古事記 周防柳著 角川春樹事務所 日本文芸書 2/中
34 木足の猿（仮） ※第２０回日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作品戸单浩平著 光文社 日本文芸書 2/15
35 誘拐捜査 緒川怜著 光文社 日本文芸書 2/15
36 姥捨て山繁盛記 ※第8回日経小説大賞受賞作品太田俊明著 日本経済新聞出版社日本文芸書 2/24
37 夢窓（ムソウ） 服部真澄著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 2/20
38 なかなか暮れない夏の夕暮れ 江國香織著 角川春樹事務所 日本文芸書 2/中
39 回帰　警視庁強行犯係・樋口顕 今野敏著 幻冬舎 日本文芸書 2/20
40 救急病院　手の内の命 石原慎太郎著 幻冬舎 日本文芸書 2/20
41 ついに、来た？ 群ようこ著 幻冬舎 日本文芸書 2/7
42 招待状　赤川次郎ショートショート王国　 赤川次郎著 光文社 日本文芸書 2/15
43 ＳＣＲ　ストーカー犯罪対策室 上 五十嵐貴久著 光文社 日本文芸書 2/15
44 バラ色の未来（仮） 真山仁著 光文社 日本文芸書 2/15
45 Ｓ＆Ｓ探偵事務所　最終兵器は女王様 福田和代著 祥伝社 日本文芸書 2/13
46 柳生三代の鬼謀 鳥羽亮著 徳間書店 日本文芸書 2/8
47 無意味な人生などひとつもない 五木寛之著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 2/22
48 紙のピアノ 新堂冬樹著 双葉社 日本文芸書 2/20
49 毎日っていいな 吉本ばなな著 毎日新聞出版 日本文芸書 2/中
50 ふたつの海のあいだで ( 新潮クレスト・ブックス) カルミネ・アバーテ著/関口英子訳新潮社 外国文芸書 2/28
51 処刑の丘 ※２０１４年推理の糸口賞受賞作品   ティモ・サンドベリ著/古市真由美訳東京創元社 外国文芸書 2/17
52 冬の日誌 ポール・オースター著/柴田元幸訳新潮社 外国文芸書 2/28
53 無限の書 ( 創元海外ＳＦ叢書 ／※２０１３年世界幻想文学大賞長編部門受賞作品) Ｇ・ウィロー・ウィルソン著/鍛治靖子訳東京創元社 外国文芸書 2/24
54 アロウズ・オブ・タイム ( 新☆ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ) グレッグ・イーガン著/山岸真訳/中村融訳早川書房 外国文芸書 2/22
55 一人を楽しむソロキャンプのすすめ ～もう一歩先の旅に出かけよう( 大人の自由時間ｍｉｎｉ) 堀田貴之著 技術評論社 くらしの実用書 3/9
56 おいしい発酵食生活　ＦＥＲＭＥＮＴＥＤ　ＦＯＯＤ　ＲＥＣＩＰＥＳ( 講談社のお料理ＢＯＯＫ) 真藤舞衣子著 講談社 くらしの実用書 2/2
57 ＳＬＥＥＰ　最高の脳と身体をつくる睡眠の技術 ショーン・スティーブンソン著/花塚恵訳ダイヤモンド社 くらしの実用書 2/23
58 シルエットがきれいな　ファスナーつきのスカート＆パンツ( レディブティックシリーズ) ブティック社編 ブティック社 くらしの実用書 2/21
59 忙しい人でもすぐに作れる　あると便利なお漬けもの 大原千鶴著 家の光協会 くらしの実用書 2/24
60 働く母の暮らしマネジメント（仮） 一田憲子著 ＳＢクリエイティブくらしの実用書 2/27
61 ふだん着からおしゃれ着まで　１年ずっと手ぬい服 高橋恵美子著 ＮＨＫ出版 くらしの実用書 2/24
62 お部屋でできる！！土を使わない はじめての野菜づくり（仮）中島水美著 新星出版社 くらしの実用書 3/3
63 プレミアムな和サンド ムラヨシマサユキ著文化出版局 くらしの実用書 2/上
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64 会社に入る前に知っておきたい　これだけ経済学 坪井賢一著 ダイヤモンド社 ビジネス・くらしの経済 2/23
65 世界の美しい名建築の図鑑 エクスナレッジ すまいと住宅 2/22
66 介護職・介護家族に役立つ　やさしい医学知識 和田忠志著 技術評論社 健康と家庭の医学 2/22
67 子宮がん・卵巣がんのすべてがわかる本( 健康ライブラリーイラスト版) 宇津木久仁子監修 講談社 健康と家庭の医学 2/10
68 血圧の科学      ( おもしろサイエンス ) 毛利博著 日刊工業新聞社 健康と家庭の医学 2/22
69 そろそろ、部活のこれからを話しませんか 中澤篤史著 大月書店 教育と福祉 2/20
70 ０－５歳児　生活習慣スムーズ身につけガイド 塩谷香監修 学研プラス 教育と福祉 2/14
71 図解　実践！　アクティブラーニングができる本( 健康ライブラリー ) 小林昭文監修 講談社 教育と福祉 2/22
72 すぐに役立つ　入門図解　　介護施設・高齢者向け住宅のしくみと疑問解決マニュアル　　　　 若林美佳監修 三修社 教育と福祉 2/下
73 これならわかる〈スッキリ図解〉障害年金 松山純子著 翔泳社 教育と福祉 2/13
74 認知症７００万人時代の失敗しない「成年後見」の使い方 鈴木雅人著 翔泳社 教育と福祉 2/17
75 大切な人が病気になったとき、何ができるか考えてみました井上由季子著 筑摩書房 教育と福祉 2/24
76 親の介護で自滅しないための７７の選択（仮） 太田差惠子著 日本経済新聞出版社教育と福祉 2/15
77 すぐに役立つ 入門図解 最新　障害者総合支援法〔平成28年改正に対応〕　　　　　　　　　　　 若林美佳監修 三修社 くらしの法律 2/下
78 小さな会社・お店の新・個人情報保護法とマイナンバーの実務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　影島広泰著 日本経済新聞出版社くらしの法律 2/7
79 NHKスペシャル　新・映像の世紀　大全 ＮＨＫ「新・映像の世紀」プロジェクト編著ＮＨＫ出版 歴史と紀行 2/25
80 時刻表が刻んだあの瞬間　-ＪＲ３０年の軌跡( ムック ) ＪＴＢパブリッシング歴史と紀行 2/20
81 くらべる時代　昭和・平成 おかべたかし著/山出高士写真東京書籍 歴史と紀行 2/21
82 黒島の女たち　特攻隊を語り継ぐこと 城戸久枝著 文藝春秋 歴史と紀行 2/下
83 土偶のリアル 譽田亜紀子著/武藤康弘監修/スソアキコ絵山川出版社 歴史と紀行 2/下
84 パンと昭和 ( らんぷの本 ) 小泉和子著 河出書房新社 日本の文化 2/24
85 ニッポンの主婦　１００年の食卓 主婦の友社編 主婦の友社 日本の文化 2/28
86 ビジュアル「国字」字典 笹原宏之著 世界文化社 日本の文化 2/10
87 何がちがう？どうちがう？　似ている日本語 佐々木瑞枝著 東京堂出版 日本の文化 2/10
88 浜辺の文学史 鈴木健一編 三弥井書店 日本の文化 2/15
89 火の科学　エネルギー・神・鉄から錬金術まで 西野順也著 築地書館 世界の文化 2/下
90 コンパクトシティ実践ガイド～医療・福祉・子育て連携！～コンパクトシティ研究会編ぎょうせい 現代社会 2/下
91 パパの「つらい」が「面白い」に変わる本 ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン著扶桑社 現代社会 2/20
92 戦後日韓関係史 ( 有斐閣アルマ ) 李鍾元著/木宮正史著有斐閣 現代社会 2/下
93 ルポ　希望の人々－ここまできた認知症の当事者発信( 朝日選書 ) 生井久美子著 朝日新聞出版 現代社会 2/10
94 管見妄語　知れば知るほど 藤原正彦著 新潮社 現代社会 2/17
95 定年男子　定年女子 大江英樹著 日経ＢＰマーケティング現代社会 2/22
96 卖身急増社会の希望　 地域づくりのイノベーション 藤森克彦著 日本経済新聞出版社現代社会 2/24
97 絵でわかる地震の科学 ( 絵でわかるシリーズ) 井出哲著 講談社 サイエンス 2/24
98 大英自然史博物館の《至宝》２５０ 大英自然史博物館編/国立科学博物館監修/武井摩利訳創元社 サイエンス 3/1
99 ひとりで探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑２ 柴山元彦著 創元社 サイエンス 3/7

100 ドーキンス自伝２　ささやかな知のロウソク( ハヤカワ・ポピュラー・サイエンス) リチャード・ドーキンス著/垂水雄二訳早川書房 サイエンス 2/22
101 毒々生物の奇妙な進化 クリスティー・ウィルコックス著/垂水雄二訳文藝春秋 サイエンス 2/14
102 電子工作の職人技 高瀬和則著 技術評論社 テクノロジー 2/15
103 図解　めっき技術の基礎 星野重夫著/斎籐囲著/森﨑重喜著/松下哲夫著/矢部賢著ナツメ社 テクノロジー 2/上
104 刃物の科学 ( おもしろサイエンス ) 朝倉健太郎著 日刊工業新聞社 テクノロジー 2/22
105 イップス　-スポーツ選手を悩ます謎の症状に挑む 内田直監修/石原心著大修館書店 芸術・スポーツ 2/上
106 日本フィギュアスケートの軌跡 宇都宮直子著 中央公論新社 芸術・スポーツ 2/9
107 ＭＯＡ美術館　珠玉のコレクションガイド ＭＯＡ美術館監修 東京美術 芸術・スポーツ 2/7
108 かこさとし ( 別冊太陽　日本のこころ２４８) 別冊太陽編集部編 平凡社 ライブラリアン 2/21
109 おもちゃのかたづけできるかな ( えほんのぼうけん ) 深見春夫作・絵/梶ヶ谷陽子監修岩崎書店 児童読み物 2/24
110 マーサとリーサ３　花屋さんのお店づくり、手伝います たかおかゆみこ作・絵岩崎書店 児童読み物 2/16
111 ぼくらのエコー 荒井良二作・絵 ＮＨＫ出版 児童読み物 2/24
112 いすにすわってたべなさい。 ( ことばあそび絵本シリーズ４) 平田昌弘作/平田景絵国土社 児童読み物 2/8
113 流木のいえ 石川えりこ作 小学館 児童読み物 2/22
114 げんきにおでかけ ( 五味太郎おでかけシリーズ２　全３巻) 五味太郎作・絵 童心社 児童読み物 2/上
115 でんしゃがきました 三浦太郎作・絵 童心社 児童読み物 2/下
116 ともだちのひっこし ( ＰＨＰわたしのえほん) 宮野聡子作・絵 ＰＨＰ研究所 児童読み物 2/3
117 水の森の秘密 ( こそあどの森の物語１２) 岡田淳作・絵 理論社 児童読み物 2/17
118 春待つ夜の雪舞台 ( くのいち小桜忍法帖４) 斉藤洋作/大矢正和絵あすなろ書房 児童読み物 2/25
119 白い花びら やえがしなおこ作/佐竹美保絵岩崎書店 児童読み物 2/中
120 がっこうだって　どきどきしてる アム・レックス作/クリスチャン・ロビンソン絵/なかがわちひろ訳ＷＡＶＥ出版 児童読み物 2/20
121 うちって　やっぱり　なんかへん？ トーリル・コーヴェ作・絵/青木順子訳偕成社 児童読み物 2/15
122 いたずらこやぎと春まつり ( おはなしみーつけた！シリーズ) 松居スーザン作/出久根育絵佼成出版社 児童読み物 2/17
123 ねこの町のリリアのパン ( たべもののおはなし) 小手鞠るい作/くまあやこ絵講談社 児童読み物 2/21
124 天の川のラーメン屋 ( たべもののおはなし) 富安陽子作/石川えりこ絵講談社 児童読み物 2/21
125 コウノトリのコウちゃん ( にじいろえほん ) かこさとし作・絵 小峰書店 児童読み物 2/下
126 サンタクロースのはるやすみ ( こころのほんばこ ) ロジャー・デュボアザン作・絵/小宮由訳大日本図書 児童読み物 2/下
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127 あかですよ　あおですよ ( 幼児絵本シリーズ ) かこさとし作・絵 福音館書店 児童読み物 2/1
128 あさですよ　よるですよ ( 幼児絵本シリーズ ) かこさとし作・絵 福音館書店 児童読み物 2/1
129 ことばさがし絵本　あからん ( 日本傑作絵本シリーズ) 西村繁男作・絵 福音館書店 児童読み物 2/8
130 わたしだけのものがたり パメラ・ザガレンスキー作・絵/木坂涼訳フレーベル館 児童読み物 2/
131 スイーツ駅伝（仮）  二宮由紀子作/武田美穂絵文溪堂 児童読み物 3/上
132 ふたりユースケ 三田村信行作/大沢幸子絵理論社 児童読み物 2/17
133 車いすはともだち ( 世の中への扉 ) 城島充著 講談社 児童ノンフィクション 3/上
134 ネットの写真はＳＮＳで使ってもいいの？( 学校で知っておきたい著作権３　全３巻完結) 小寺信良著/上沼紫野監修汐文社 児童ノンフィクション 2/下
135 重力って…… ジェイソン・チン作/竹内薫訳偕成社 児童ノンフィクション 2/21
136 知っておきたい日本の火山図鑑 林信太郎監修・著 小峰書店 児童ノンフィクション 3/上
137 ぼくの草のなまえ ( 福音館の科学シリーズ) 長尾玲子作・絵 福音館書店 児童ノンフィクション 2/8
138 リットルのえほん　 ( 卖位がわかるシリーズ３　全３巻完結) オフィス３０３編 ほるぷ出版 児童ノンフィクション 2/27
139 わたしのカブトムシ研究 小島渉著 さ・え・ら書房 ヤングアダルト 2/10
140 超巨大ブラックホールに迫る 「はるか」が創った３万ｋｍの瞳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平林久著 新日本出版社 ヤングアダルト 2/26
141 科学者１８人にお尋ねします。宇宙には、だれかいますか？　　　　　　　　　　　　　 佐藤勝彦監修 河出書房新社 ヤングアダルト 2/24
142 ときめき百人一首 ( １４歳の世渡り術 ) 小池昌代著 河出書房新社 ヤングアダルト 2/20
143 １１歳からの正しく怖がるインターネット　大人もネットで失敗しなくなる本　　　　　　　　　　 小木曽健著 晶文社 ヤングアダルト 2/17
144 ノルマ達成できないと罰金！？　　　　( 気をつけよう！ブラックバイト・ブラック企業３　全３巻完結) 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 2/下
145 宗教ってなんだろう？ ( 中学生の質問箱 ) 島薗進著 平凡社 ヤングアダルト 2/17
146 ぼくのとなりにきみ 小嶋陽太郎著 ポプラ社 ヤングアダルト 2/8


