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1 芦田川 今井絵美子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/23
2 彼女の色に届くまで 似鳥鶏著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/25
3 永久囚人　警視庁文書捜査官２ 麻見和史著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/23
4 機長、事件です！空飛ぶ探偵の謎解きフライト 秋吉理香子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/23
5 暗黒グリム童話集 多和田葉子著/長野まゆみほか著講談社 日本文芸書 3/21
6 黒い結婚　白い結婚 中島京子著/窪美 講談社 日本文芸書 3/14
7 しあわせな死の桜 竹本健治著 講談社 日本文芸書 3/14
8 文士の遺言　なつかしき作家たちの昭和史 半藤一利著 講談社 日本文芸書 3/21
9 彼女は鏡の中を覗きこむ 小林エリカ著 集英社 日本文芸書 4/上

10 さすらいの皇帝ペンギン 高橋三千綱著 集英社 日本文芸書 3/22
11 旅人よ　どの街で死ぬか。　男の美眺 伊集院静著 集英社 日本文芸書 3/22
12 Ｒ．Ｓ．ヴィラセニョール 乙川優三郎著 新潮社 日本文芸書 3/28
13 時の名残り 津村節子著 新潮社 日本文芸書 3/28
14 百年の散歩 多和田葉子著 新潮社 日本文芸書 3/28
15 あの頃　卖行本未収録エッセイ集 武田百合子著/武田花編中央公論新社 日本文芸書 3/20
16 鬼神（オニガミ） 矢野隆著 中央公論新社 日本文芸書 3/7
17 松ノ内家の居候 瀧羽麻子著 中央公論新社 日本文芸書 3/16
18 キャピタル 加藤秀行著 文藝春秋 日本文芸書 3/7
19 鮪立（シビタチ）の海 熊谷達也著 文藝春秋 日本文芸書 3/24
20 「魔女の宅急便」が生まれた魔法のくらし 角野栄子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/25
21 キトラ・ボックス 池澤夏樹著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 3/23
22 成功者Ｋ 羽田圭介著 河出書房新社 日本文芸書 3/9
23 決戦！忠臣蔵 ( 決戦シリーズ ) 夢枕獏著/山本一力著/諸田玲子著講談社 日本文芸書 3/28
24 血縁 長岡弘樹著 集英社 日本文芸書 3/22
25 やめるときも、すこやかなるときも 窪美澄著 集英社 日本文芸書 3/22
26 愛さずにいられない　北村薫のエッセイ 北村薫著 新潮社 日本文芸書 3/22
27 か「」く「」し「」ご「」と「 住野よる著 新潮社 日本文芸書 3/17
28 城をひとつ 伊東潤著 新潮社 日本文芸書 3/28
29 犬の報酬 堂場瞬一著 中央公論新社 日本文芸書 3/16
30 さむらい道　上　　最上義光　表の合戦・奥の合戦 高橋義夫著 中央公論新社 日本文芸書 3/16
31 さむらい道　下　　最上義光　もうひとつの関ヶ原　　 高橋義夫著 中央公論新社 日本文芸書 3/16
32 大暴落　ガラ 幸田真音著 中央公論新社 日本文芸書 3/9
33 血 新堂冬樹著 中央公論新社 日本文芸書 3/16
34 「嫁」をやめる日 垣谷美雨著 中央公論新社 日本文芸書 3/16
35 青い服の女　　 ( 新・御宿かわせみ　7) 平岩弓枝著 文藝春秋 日本文芸書 3/17
36 下衆（ゲス）の極み 林真理子著 文藝春秋 日本文芸書 3/3
37 出会いなおし 森絵都著 文藝春秋 日本文芸書 3/21
38 奈緒と私の楽園 藤田宜永著 文藝春秋 日本文芸書 3/22
39 今日のハチミツ、あしたの私 寺地はるな著 角川春樹事務所日本文芸書 3/31
40 楽譜と旅する男 芦辺拓著 光文社 日本文芸書 3/15
41 天穹のテロリズム 嶋中潤著 光文社 日本文芸書 3/15
42 ２０年目の桜疎水（サクラソスイ） 大石直紀著 光文社 日本文芸書 3/15
43 密告はうたう 伊兼源太郎著 実業之日本社 日本文芸書 3/16
44 優しい幽霊たちの遁走曲（フーガ） 太田忠司著 東京創元社 日本文芸書 3/9
45 優しい水 日明恩著 徳間書店 日本文芸書 3/27
46 小説　日本博物館事始め 西山ガラシャ著 日本経済新聞出版社日本文芸書 3/24
47 ダークナンバー ( ハヤカワ・ミステリワールド) 長沢樹著 早川書房 日本文芸書 3/22
48 水壁（スイヘキ）　　アテルイを継ぐ男 高橋克彦著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 3/10
49 図書室のピーナッツ 竹内真著 双葉社 日本文芸書 3/17
50 風のかたみ 葉室麟著 朝日新聞出版 日本文芸書 3/3
51 錆びた太陽 恩田陸著 朝日新聞出版 日本文芸書 3/16
52 果鋭（カエイ） 黒川博行著 幻冬舎 日本文芸書 3/14
53 夜姫 新堂冬樹著 幻冬舎 日本文芸書 3/14
54 秋山善吉工務店 中山七里著 光文社 日本文芸書 3/15
55 ＳＣＳ ストーカー犯罪対策室　下 五十嵐貴久著 光文社 日本文芸書 3/15
56 素敵な日本人　東野圭吾短編集 東野圭吾著 光文社 日本文芸書 3/30
57 茜の茶碗　　裏用心棒譚 上田秀人著 徳間書店 日本文芸書 3/7
58 クロカネの道（仮） 江上剛著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 3/15
59 我らがパラダイス 林真理子著 毎日新聞出版 日本文芸書 3/15
60 とるにたらないちいさないきちがい アントニオ・タブッキ著/和田忠彦訳河出書房新社 外国文芸書 4/上
61 ヒルビリーエレジー（仮）　白人労働者階級の悲惨な日常Ｊ・Ｄ・ヴァンス著/関根光宏訳/山田文訳光文社 外国文芸書 3/14
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62 不機嫌な女たち　　キャサリン・マンスフィールド傑作短篇集　　( エクス・リブリス・クラシックス) キャサリン・マンスフィールド著/芹澤恵訳白水社 外国文芸書 3/21
63 地下道の鳩　ジョン・ル・カレ回想録( ハヤカワ・ノンフィクション) ジョン・ル・カレ著/加賀山卓朗訳早川書房 外国文芸書 3/8
64 地中の記憶 ( ハヤカワ・ミステリ ／※アメリカ探偵作家クラブ賞（エドガー賞）最優秀長篇賞受賞作品) ローリー・ロイ著/佐々田雅子訳早川書房 外国文芸書 3/8
65 人生の段階 ( 新潮クレスト・ブックス) ジュリアン・バーンズ著/土屋政雄訳新潮社 外国文芸書 4/上
66 内面からの報告書 ポール・オースター著/柴田元幸訳新潮社 外国文芸書 3/28
67 時間のないホテル ( 創元海外ＳＦ叢書 ) ウィル・ワイルズ著/茂木健訳東京創元社 外国文芸書 3/17
68 特派員直伝　とらべる英会話 読売新聞国際部＆Ｔｈｅ Ｊａｐａｎ Ｎｅｗｓ著研究社 くらしの実用書 3/16
69 ラクチンおいしい！こだわり麺　( 講談社のお料理ＢＯＯＫ) 堤人美著 講談社 くらしの実用書 3/16
70 楽シニアの作りおき　がんばらなくていい！( 講談社のお料理ＢＯＯＫ) 藤野嘉子著 講談社 くらしの実用書 3/16
71 ミックスサラダ 中村奈津子著 主婦と生活社 くらしの実用書 3/下
72 人に着せる着付けと帯結び 大久保信子著 世界文化社 くらしの実用書 3/15
73 わたしの好きな　お酢・レモンの料理 ワタナベマキ著 家の光協会 くらしの実用書 3/27
74 お菓子　生地づくりに困ったら読む本 山﨑正也著 池田書店 くらしの実用書 3/7
75 子育てがもっと楽しくなる ノート＆写真整理術 子育てノート研究会編ＫＡＤＯＫＡＷＡ くらしの実用書 3/14
76 はじめての裂き織りレッスン 箕輪直子著 誠文堂新光社 くらしの実用書 3/2
77 赤ちゃんと暮らす 本多さおり著 大和書房 くらしの実用書 3/7
78 毎日リュック ( レディブティックシリーズ) ブティック社 くらしの実用書 3/17
79 折形　基本の包みと暮しの贈りもの 内野敏子著 文化出版局 くらしの実用書 3/9
80 仕事の問題地図 沢渡あまね著 技術評論社 ビジネス・くらしの経済 3/7
81 今さら聞けない印鑑・印紙・契約書の基本がわかる本（仮）齋藤健一郎著 自由国民社 ビジネス・くらしの経済 3/29
82 接客用語辞典（仮） 尾形圭子著 すばる舎 ビジネス・くらしの経済 3/22
83 できる人が絶対やらない資料のつくり方 清水久三子著 日本実業出版社ビジネス・くらしの経済 3/10
84 家庭でできる　おいしいブルーベリー栽培１２か月 荻原勲著 家の光協会 すまいと住宅 3/27
85 タネのとり方もわかる　おいしい野菜づくり 北条雅章監修 池田書店 すまいと住宅 3/14
86 苔盆栽　苔で楽しむグリーンアレンジ（仮） 葉住直美著 エクスナレッジ すまいと住宅 3/22
87 最もくわしい　屋根・小屋組みの教科書 エクスナレッジ すまいと住宅 3/24
88 くすりをつくる研究者の仕事－薬のタネ探しから私たちに届くまで京都大学大学院薬学研究科編化学同人 健康と家庭の医学 3/22
89 女性の発達障害 宮尾益知著 河出書房新社 健康と家庭の医学 3/21
90 東大が考える１００歳までの人生設計　ヘルシーエイジング東京大学高齢社会総合研究機構著幻冬舎 健康と家庭の医学 3/14
91 顎関節症は自分で治せる！ 齋藤道雄著 主婦の友社 健康と家庭の医学 3/23
92 図解 エコノミークラス症候群の原因と予防ストレッチ（仮）原幸夫監修 日東書院本社 健康と家庭の医学 3/22
93 家族に介護が必要な人がいます 西岡修著　　　　　　　　　　　　　　　　　吉野槇一監修朝日新聞出版社教育と福祉 3/21
94 ０．１．２歳児　せいさくあそび８８( 保育力ＵＰ！シリーズ) 「あそびと環境０．１．２歳」編集部編著
リボングラス編著学研プラス 教育と福祉 3/7
95 卵アレルギーの子どものためのおいしいおやつとごはん大矢幸弘監修/高橋裕子料理成美堂出版 教育と福祉 4/上
96 折り紙で作る　おはなし指人形 ( ＰｒｉＰｒｉブックス ) いしばしなおこ著 世界文化社 教育と福祉 3/10
97 がんばらない介護 橋中今日子著 ダイヤモンド社 教育と福祉 3/16
98 孫ができたら読みたい祖父母手帳 森戸やすみ監修 日本文芸社 教育と福祉 4/上
99 きょうだいの育て方 小崎恭弘著 洋泉社 教育と福祉 3/17

100 日本の美しい庭園図鑑 エクスナレッジ 歴史と紀行 3/24
101 知られざる縄文ライフ 譽田亜紀子著/武藤康弘監修誠文堂新光社 歴史と紀行 3/7
102 知られざる日本写真開拓史 東京都写真美術館編山川出版社 歴史と紀行 3/10
103 明治をつくった人びと　宮内庁三の丸尚蔵館所蔵写真 刑部芳則編 吉川弘文館 歴史と紀行 4/上
104 俳句のルール 井上泰至編
 笠間書院 日本の文化 3/10
105 氏神さまと鎮守さま　神社の民俗史( 講談社選書メチエ ) 新谷尚紀著 講談社 日本の文化 3/10
106 日本犬の誕生 志村真幸著 勉誠出版 日本の文化 4/上
107 遊戯の起源　遊びと遊戯具はどのようにして生まれたのか増川宏一著 平凡社 世界の文化 3/24
108 データブック　格差で読む日本経済 みずほ総合研究所編岩波書店 現代社会 3/28
109 昭和解体　国鉄分割・民営化３０年目の真実 牧　久著 講談社 現代社会 3/15
110 地域しごとづくりへの挑戦 地域しごと創生会議編中央公論新社 現代社会 3/22
111 誰が日本の労働力を支えるのか？ 寺田知太編著/岸浩稔編著/上田恵陶奈編著/森井愛子編著東洋経済新報社現代社会 3/23
112 国際テロリズム　その戦術と実態から抑止まで 安部川元伸著 原書房 現代社会 3/21
113 孤独死大国ニッポン（仮） 菅野久美子著 双葉社 現代社会 3/17
114 はじめてのジェンダー論 ( 有斐閣ストゥディア) 加藤秀一著 有斐閣 現代社会 4/上
115 「ポスト真実」時代のネットニュースの読み方 松林薫著 晶文社 現代社会 3/10
116 超一極集中社会アメリカの暴走 小林由美著 新潮社 現代社会 3/22
117 １００歳までクルマに乗る 桃田健史著 洋泉社 現代社会 3/8
118 招かれない虫たちの話 虫がもたらす健康被害と害虫管理日本昆虫科学連合編東海大学出版部サイエンス 3/10
119 枕と寝具の科学 ( おもしろサイエンス) 久保田博单著 日刊工業新聞社サイエンス 4/上
120 バグは本当に虫だった 水谷哲也著 インプレス テクノロジー 2/下
121 無線ネットワークシステムのしくみ( 共立スマートセレクション) 塚本和也著
 共立出版 テクノロジー 3/23
122 スマホ世代のためのパソコン入門　やさしい図解 村松茂著 秀和システム テクノロジー 3/1
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123 ビッグデータが人間を丸裸にする マルク・デュガン著/クリストフ・ラベ著/鳥取絹子訳筑摩書房 テクノロジー 3/23
124 国際標準の考え方 田中正躬著 東京大学出版会テクノロジー 3/下
125 トコトンやさしい　高分子の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 扇澤敏明著/柿本雅明著/鞠谷雄士著/塩谷正俊著日刊工業新聞社テクノロジー 4/上
126 この一冊ですべてわかる　情報セキュリティの基本 島田裕次著 日本実業出版社テクノロジー 3/15
127 メンタルトレーナーが教える子どもが伸びるスポーツの声かけ　辻秀一著 池田書店 芸術・スポーツ 3/23
128 葛飾北斎入門　世界を魅了する絵師 永田生慈著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 芸術・スポーツ 3/22
129 永遠のＰＬ学園 ※第２３回小学館ノンフィクション大賞受賞作品柳川悠二著 小学館 芸術・スポーツ 3/15
130 ブリューゲルの世界 ( とんぼの本 ) 森洋子著 新潮社 芸術・スポーツ 3/28
131 鈴木春信　青春の浮世絵師 ( ＴｏＢｉ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ ) 田辺昌子著 東京美術 芸術・スポーツ 3/14
132 中野京子と読み解く　運命の絵 中野京子著 文藝春秋 芸術・スポーツ 3/8
133 病院図書館の世界　医学情報の進歩と現場のはざまで( 図書館サポートフォーラムシリーズ) 奥出麻里著 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 3/17
134 評伝　石牟礼道子　-渚に立つ人- 米本浩二著 新潮社 ライブラリアン 3/28
135 村上春樹翻訳〔ほとんど〕　全仕事 村上春樹著 中央公論新社 ライブラリアン 3/16
136 おぼろ月のおさんぽ ウォルター・デ・ラ・メア作/カロリーナ・ラベイ絵/海後礼子訳岩崎書店 児童読み物 3/10
137 なまけてなんかない！　ディスレクシアの男の子のはなし品川裕香作/北原明日香絵岩崎書店 児童読み物 4/上
138 はるかぜさんぽ ( 講談社の創作絵本) 江頭路子作・絵 講談社 児童読み物 3/8
139 ライバル・オン・アイス　３ ( 全３巻　完結 ) 吉野万理子作/げみ絵講談社 児童読み物 3/21
140 ペンギンかぞくのおひっこし 刀根里衣作・絵 小学館 児童読み物 3/2
141 ぼくとばく ( ぴっかぴかえほん ) 鈴木のりたけ作・絵小学館 児童読み物 3/15
142 未来への記憶　ドームがたり アーサー・ビナード作/スズキ・コージ画玉川大学出版部児童読み物 3/10
143 いそいでおでかけ ( 五味太郎おでかけシリーズ３) 五味太郎作・絵 童心社 児童読み物 3/上
144 犬とおばあさんのちえくらべ　動物たちの９つのお話 アニー・Ｍ・Ｇ・シュミット作/たちもとみちこ絵/西村由美訳徳間書店 児童読み物 3/中
145 たべてみたい！ ( ＭＯＥのえほん ) いしいひろし作・絵白泉社 児童読み物 3/15
146 大林くんへの手紙 せいのあつこ著 ＰＨＰ研究所 児童読み物 3/21
147 よるのようふくやさん 穂高順也作/寺島ゆか絵文溪堂 児童読み物 3/下
148 とのさま１ねんせい 長野ヒデ子作　　　　　　本田カヨ子作・絵あすなろ書房 児童読み物 3/中
149 したじきくんとなかまたち 二宮由紀子作/山村浩二絵アリス館 児童読み物 3/15
150 こうえん ジェイムズ・スティーブンソン作・絵/千葉茂樹編訳岩波書店 児童読み物 3/29
151 どれがいちばんすき？ ジェイムズ・スティーブンソン作・絵/千葉茂樹編訳岩波書店 児童読み物 3/29
152 メリーメリーおとまりにでかける ジョーン・Ｇ・ロビンソン作・絵/小宮由訳岩波書店 児童読み物 3/17
153 きたきつねとしろふくろう　たすけあう( いきるよろこびシリーズ) 手島圭三郎作・絵 絵本塾出版 児童読み物 3/26
154 ぼくのおじいちゃん カタリーナ・ソブラル作・絵/松浦弥太郎訳ＫＴＣ中央出版 児童読み物 3/9
155 こうえんのおばけずかん ( どうわがいっぱい ) 斉藤洋作/宮本えつよし絵講談社 児童読み物 3/23
156 芭蕉さん ( 講談社の創作絵本) 松尾芭蕉俳句/丸山誠司絵/長谷川櫂解説講談社 児童読み物 3/21
157 ミツバチぎんのおくりもの ( ひまわりえほんシリーズ) 西本鶏介作/おぐらひろかず絵鈴木出版 児童読み物 3/8
158 悪ガキ７ 宗田理作/中山敦支イラスト静山社 児童読み物 2/23
159 たんけんクラブ　シークレット・スリー( こころのほんばこシリーズ) ミルドレッド・マイリック作/アーノルド・ローベル絵/小宮由訳大日本図書 児童読み物 3/15
160 ゆうかんな３びきと　こわいこわいかいぶつ スティーブ・アントニー作・絵/野口絵美訳徳間書店 児童読み物 3/中
161 やさいのがっこう　　ピーマンくんゆめをみる( ＭＯＥのえほん ) なかやみわ作・絵 白泉社 児童読み物 3/15
162 オバケとキツネの術くらべ ( スギナ屋敶のオバケさん２) 富安陽子作/たしろちさと絵ひさかたチャイルド児童読み物 3/21
163 ありづかのフェルダ ( 世界傑作童話シリーズ) オンドジェイ・セコラ作・絵/関沢明子訳福音館書店 児童読み物 3/8
164 生きる ( 日本傑作絵本シリーズ) 谷川俊太郎詩/岡本よしろう絵福音館書店 児童読み物 3/1
165 アームストロング　空飛ぶネズミの大冒険 トーベン・クールマン作・絵/金原瑞人訳ブロンズ新社 児童読み物 4/上
166 へたなんよ ひこ・田中作/はまのゆか絵光村教育図書 児童読み物 3/7
167 最強の生物　　 ( ポプラディア大図鑑ＷＯＮＤＡアドベンチャー　２　　) 成島悦雄監修 ポプラ社 児童ノンフィクション 3/13
168 さくら研究ノート 近田文弘作/大野八生絵偕成社 児童ノンフィクション 3/6
169 世界食べものマップ フェーベ・シッラーニ著/ジュリア・マレルバ著/中島知子ほか訳河出書房新社 児童ノンフィクション 3/1
170 ナビラとマララ　「対テロ戦争」に巻き込まれた二人の少女宮田律著 講談社 児童ノンフィクション 3/22
171 わたり鳥 鈴木まもる作・絵 童心社 児童ノンフィクション 3/15
172 親子で学ぶ！統計学はじめて図鑑( レッツ！データサイエンス　　　　　　　　　　　　　　　　　) 渡辺美智子監修・著/青山和裕監修日本図書センター児童ノンフィクション 4/上
173 おはじき ( 子どもに伝えたい伝承遊び) 東京おもちゃ美術館著文溪堂 児童ノンフィクション 3/下
174 いのちのひろがり ( たくさんのふしぎ傑作集) 中村桂子作/松岡達英絵福音館書店 児童ノンフィクション 3/1
175 ぼくの　もものき ( 福音館の科学シリーズ) 広野多珂子作・絵 福音館書店 児童ノンフィクション 3/1
176 そして、ぼくは旅に出た。　はじまりの森ノースウッズ 大竹英洋著 あすなろ書房 ヤングアダルト 3/10
177 イートン校の２羽のフクロウ ジョナサン・フランクリン著エクスナレッジ ヤングアダルト 3/27
178 知らなかった、ぼくらの戦争 アーサー・ビナード著小学館 ヤングアダルト 3/28
179 大人が読みたいエジソンの話 発明王にはネタ本があった！？　( Ｂ＆Ｔブックス ) 石川憲二著 日刊工業新聞社ヤングアダルト 3/23
180 ３つ数えて走りだせ ※ＮＲＰ児童文学賞受賞作品エリック・ペッサン著/平岡敦訳あすなろ書房 ヤングアダルト 3/24
181 ウィル・グレイソン、ウィル・グレイソン( ＳＴＡＭＰ　ＢＯＯＫＳ／１０代からの海外文学) ジョン・グリーン作/ディヴィッド・レヴィサン作/金原瑞人訳/井上里訳岩波書店 ヤングアダルト 3/15
182 １３歳からの夏目漱石　生誕百五十年、その時代と作品小森陽一著 かもがわ出版 ヤングアダルト 3/中
183 甘くてかわいいお菓子の仕事　自分流・夢の叶え方( １４歳の世渡り術 ) ＫＵＮＩＫＡ著 河出書房新社 ヤングアダルト 3/21
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184 梶田隆章物語　ニュートリノの謎を解き明かした！( ＰＨＰ心のノンフィクション) 山本省三著 ＰＨＰ研究所 ヤングアダルト 3/17
185 続・カンヴァスの向こう側　　リディアとトラの謎 フィン・セッテホルム著/枇谷玲子訳評論社 ヤングアダルト 4/上
186 １００時間の夜 ( 文学の森 ) アンナ・ウォルツ著/君野可代子絵/野坂悦子訳フレーベル館 ヤングアダルト 3/23
187 風夢緋伝 ( ＴＥＥＮＳ’　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ) 名木田恵子著 ポプラ社 ヤングアダルト 3/2


