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1 暗殺者、野風　疾風の如く川中島刺客伝 武内涼著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 5/30
2 一私小説書きの日乗　不屈の章 ( 全５巻　完結 ) 西村賢太著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 5/29
3 女検事・秋月さやか  撲殺の子守唄 久間十義著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 5/25
4 永遠の道は曲りくねる 宮内勝典著 河出書房新社日本文芸書 5/8
5 ストラディヴァリウスを上手に盗む方法 深水黎一郎著 河出書房新社日本文芸書 5/15
6 平家物語　犬王の巻 古川日出男著 河出書房新社日本文芸書 5/18
7 人質オペラ 荒木源著 講談社 日本文芸書 5/17
8 フォマルハウトの三つの燭台〈倭篇〉 神林長平著 講談社 日本文芸書 5/11
9 ホサナ 町田康著 講談社 日本文芸書 5/26

10 落語魅捨理全集　坊主の愉しみ 山口雅也著 講談社 日本文芸書 5/11
11 花しぐれ　御薬園同心　水上草介 梶よう子著 集英社 日本文芸書 5/26
12 若葉の宿 中村理聖著 集英社 日本文芸書 6/5
13 竜宮城と七夕さま 浅田次郎著 小学館 日本文芸書 6/14
14 カストロの尻 金井美恵子著 新潮社 日本文芸書 5/29
15 カンパニー 伊吹有喜著 新潮社 日本文芸書 5/18
16 新任刑事 古野まほろ著 新潮社 日本文芸書 5/18
17 信長嫌い 天野純希著 新潮社 日本文芸書 5/18
18 ファイト 佐藤賢一著 中央公論新社日本文芸書 5/18
19 凄腕 永瀬隼介著 文藝春秋 日本文芸書 5/10
20 アノニム 原田マハ著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 6/2
21 ドクター・デスの遺産 中山七里著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 5/29
22 決戦！新選組 葉室麟著
門井慶喜著
小松エメル著講談社 日本文芸書 5/24
23 女系の教科書 藤田宜永著 講談社 日本文芸書 5/17
24 デュアルブラインド（仮） 鏑木蓮著 講談社 日本文芸書 5/24
25 ピエロがいる街 横関大著 講談社 日本文芸書 5/17
26 フォークロアの鍵 川瀬七緒著 講談社 日本文芸書 5/17
27 アンカー 今野敏著 集英社 日本文芸書 5/24
28 じごくゆきっ 桜庭一樹著 集英社 日本文芸書 6/1
29 男尊女子 酒井順子著 集英社 日本文芸書 5/24
30 ハッチとマーロウ 青山七恵著 小学館 日本文芸書 5/23
31 カタストロフ・マニア 島田雅彦著 新潮社 日本文芸書 5/29
32 球道恋々 木内昇著 新潮社 日本文芸書 5/29
33 劇場 又吉直樹著 新潮社 日本文芸書 5/11
34 ７番街の殺人 赤川次郎著 新潮社 日本文芸書 5/15
35 みみずくは黄昏に飛びたつ 村上春樹著
川上未映子著新潮社 日本文芸書 4/下
36 めぐみ園の夏 高杉良著 新潮社 日本文芸書 5/18
37 ガーデン 千早茜著 文藝春秋 日本文芸書 5/25
38 ぷろぼの 楡周平著 文藝春秋 日本文芸書 5/16
39 僕が殺した人と僕を殺した人 東山彰良著 文藝春秋 日本文芸書 5/9
40 最果ての街 西村健著 角川春樹事務所日本文芸書 5/31
41 白い標的　　 ( 南アルプス山岳救助隊Ｋ－９) 樋口明雄著 角川春樹事務所日本文芸書 5/31
42 ショートショートの闇鍋 田丸雅智著 光文社 日本文芸書 5/16
43 ファイアスターター　捜査一課殺人班イルマ 結城充考著 祥伝社 日本文芸書 5/10
44 ライプツィヒの犬 乾緑郎著 祥伝社 日本文芸書 5/10
45 武蔵　５ 花村萬月著 徳間書店 日本文芸書 5/17
46 ミステリー国の人々 有栖川有栖著 日本経済新聞出版社日本文芸書 5/11
47 潮騒はるか 葉室麟著 幻冬舎 日本文芸書 5/23
48 宿命と真実の炎 貫井徳郎著 幻冬舎 日本文芸書 5/9
49 僕は銀のフォークと薬を手にして 島本理生著 幻冬舎 日本文芸書 5/下
50 家康の遠き路 岩井三四二著 光文社 日本文芸書 5/16
51 猫の傀儡（クグツ） 西條奈加著 光文社 日本文芸書 5/16
52 あの子が結婚するなんて 五十嵐貴久著 実業之日本社日本文芸書 5/18
53 ラジオ・ガガガ 原田ひ香著 双葉社 日本文芸書 5/16
54 かがみの孤城 辻村深月著 ポプラ社 日本文芸書 5/8
55 スペース・オペラ ( ジャック・ヴァンス・トレジャリー３　　全３巻完結) ジャック・ヴァンス著
浅倉久志訳
白石朗訳国書刊行会 外国文芸書 5/下
56 穢れの町 ( アイアマンガー３部作  2) エドワード・ケアリー著
古屋美登里訳東京創元社 外国文芸書 5/26
57 Ｊ・Ｇ・バラード短編全集３　終着の浜辺( 全５巻 ) Ｊ・Ｇ・バラード著
柳下毅一郎訳東京創元社 外国文芸書 5/26
58 ピンポン ( エクス・リブリス) パク・ミンギュ著
斎藤真理子訳白水社 外国文芸書 5/26
59 寝た犬を起こすな ( ハヤカワ・ミステリ／リーバス警部シリーズ) イアン・ランキン著
延原泰子訳早川書房 外国文芸書 5/8
60 原理　ハイゼンベルクの軌跡 ジェローム・フェラーリ著
辻由美訳みすず書房 外国文芸書 5/1
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61 音楽と沈黙　上 ※コスタ賞受賞作品ローズ・トレメイン著 国書刊行会 外国文芸書 5/下
62 音楽と沈黙　下 ※コスタ賞受賞作品ローズ・トレメイン著
渡辺佐智江訳国書刊行会 外国文芸書 5/下
63 図書館は逃走中 デイヴィッド・ホワイトハウス著
堀川志野舞訳早川書房 外国文芸書 5/23
64 私の名前はルーシー・バートン エリザベス・ストラウト著
小川高義訳早川書房 外国文芸書 5/8
65 いちばんくわしいスパイス便利帳 世界文化社 くらしの実用書 5/24
66 おうちで作るイタリアンジェラート 齋藤由里著 世界文化社 くらしの実用書 5/19
67 「乳酸発酵漬け」の作りおき 荻野恭子著 文化出版局 くらしの実用書 5/12
68 ３ステップで簡単！ご馳走　山料理 小雀陣二著 山と溪谷社 くらしの実用書 5/24
69 あなたのその「忘れもの」コレで防げます( なるほど！の本) 芳賀繁著 ＮＨＫ出版 くらしの実用書 5/2
70 身近な食品の裏側が見える本 河岸宏和著 永岡書店 くらしの実用書 5/10
71 標本ＢＯＯＫ（仮） 佐藤佳代子著 日東書院本社くらしの実用書 5/29
72 イラストだから簡単！なんでも自分で包む本 日本ホームステージング協会・包むファクトリー監修洋泉社 くらしの実用書 5/25
73 ５５歳からの新しい働きかたの教科書 木村勝著 朝日新聞出版ビジネス・くらしの経済 5/1
74 職場の発達障害 宮尾益知監修 河出書房新社ビジネス・くらしの経済 5/18
75 仕事に役立つ専門紙・業界紙 吉井潤著 青弓社 ビジネス・くらしの経済 5/26
76 転職してもいい人　転職してはいけない人（仮） 黒田真行著 日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済 5/24
77 トコトンやさしい土壌の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 藤原俊六郎著 日刊工業新聞社すまいと住宅 5/25
78 はじめてのスワッグ 岡本典子著 文化出版局 すまいと住宅 5/12
79 シニアの脊柱管狭窄症 痛みと不安を解消する！( 別冊NHKきょうの健康) 紺野愼一編著/矢吹省司編著ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学 5/16
80 音楽療法（仮） 音楽の力を医療に活かす( ＤＯＪＩＮ選書 ) 佐藤正之著 化学同人 健康と家庭の医学 5/31
81 下肢静脈瘤　最新の日帰り治療できれいな足を取り戻す( 健康ライブラリーイラスト版) 広川雅之監修 講談社 健康と家庭の医学 5/10
82 がん治療中の女性のためのＬＩＦＥ＆Ｂｅａｕｔｙ さとう桜子著 主婦の友社 健康と家庭の医学 5/17
83 よくわかるみんなの救急  ガイドライン２０１５対応 坂本哲也編 大修館書店 健康と家庭の医学 5/30
84 図解がまんできない！ ( 皮膚のかゆみを解消する正しい知識とスキンケア（仮）) 小林美咲監修 日東書院本社健康と家庭の医学 5/19
85 超図解　認知症介護 米山淑子監修 朝日新聞出版教育と福祉 5/17
86 コウケンテツのおやつめし　２ コウケンテツ著 クレヨンハウス教育と福祉 5/上
87 通信制高校のすべて　「いつでも、どこでも、だれでも」の教育手島純編著 彩流社 教育と福祉 5/1
88 子どもの見ている世界　0～6歳の子供を科学する 内田伸子著 春秋社 教育と福祉 5/下
89 ちょっとしたことでうまくいく　発達障害の人が上手に働くための本對馬陽一郎著 翔泳社 教育と福祉 5/16
90 フリージングで作りおき離乳食 松尾みゆき著 新星出版社 教育と福祉 5/15
91 教育とＬＧＢＴＩをつなぐ　学校・大学の現場から考える 三成美保編著 青弓社 教育と福祉 5/30
92 ようこそ、認知症カフェへ 　　　　　　　　　　　　　未来をつくる地域包括ケアのかたち武地一著 ミネルヴァ書房教育と福祉 5/11
93 入門図解　実家の空き家をめぐる法律問題と対策　実践マニュアル服部真和監修 三修社 くらしの法律 5/下
94 最後のヴァイキング　ローアル・アムンセンの生涯 スティーブン・バウン著/小林政子訳国書刊行会 歴史と紀行 5/下
95 南極大陸大紀行  日本南極観測隊６０年 南極ＯＢ会編集委員会著成山堂書店 歴史と紀行 5/28
96 ライト兄弟　イノベーション・マインドの力 デヴィッド・マカルー著/秋山勝訳草思社 歴史と紀行 5/17
97 図説　歴代アメリカ大統領百科 ＤＫ社編 原書房 歴史と紀行 5/24
98 オノマトペの謎   ピカチュウからモフモフまで( 岩波科学ライブラリー) 窪薗晴夫編 岩波書店 日本の文化 5/18
99 異名・ニックネーム辞典 杉村喜光編 三省堂 日本の文化 5/12

100 残したい手しごと 日本の染織 片柳草生著 世界文化社 日本の文化 5/31
101 美しき雅楽装束の世界 遠藤徹著 淡交社 日本の文化 5/24
102 茶の湯 時代とともに生きた美 ( 別冊太陽　日本のこころ) 平凡社 日本の文化 5/15
103 ４７都道府県・くだもの百科 井上繁著 丸善出版 日本の文化 5/26
104 虹色のチョーク（仮） 小松成美著 幻冬舎 現代社会 5/23
105 日本の人口動向とこれからの社会 森田朗監修/国立社会保障人口問題研究所編東京大学出版会現代社会 5/9
106 地図で見るロシアハンドブック パスカル・マルシャン著/太田佐絵子訳原書房 現代社会 5/24
107 世界の産声に耳を澄ます 石井光太著 朝日新聞出版現代社会 5/17
108 社会保障全史　誰のために必要なのか 香取照幸著 東洋経済新報社現代社会 5/18
109 Ｑ＆Ａ　日経記者に聞く　安心老後・危ない老後 後藤直久編著 日本経済新聞出版社現代社会 5/24
110 ビジュアル数学全史　人類誕生前から多次元宇宙まで クリフォード・ピックオーバー著岩波書店 サイエンス 5/26
111 人体は細菌に支配されている 　　　　　　　　　　　　　　小さな微生物の壮大な世界（仮）エド・ヨン著 柏書房 サイエンス 5/24
112 すごい物理学講義 カルロ・ロヴェッリ著 河出書房新社サイエンス 5/15
113 すばらしい海洋生物の世界 カラム・ロバーツ著/アレックス・マスタード写真
創元社 サイエンス 5/24
114 トコトンやさしいクロスカップリング反応の本( 今日からモノ知りシリーズ) 鈴木章監修他 日刊工業新聞社サイエンス 5/25
115 航空機産業と日本 中村洋明著 中央公論新社テクノロジー 5/18
116 安全基準はどのようにできてきたか 橋本毅彦編 東京大学出版会テクノロジー 5/15
117 最新オールカラー図解　錆・腐食・防食のすべてがわかる事典藤井哲雄監修 ナツメ社 テクノロジー 5/中
118 江戸の美術　大図鑑 狩野博幸監修 河出書房新社芸術・スポーツ 6/上
119 ６０歳のための夏山の天気（仮） ( 気象ブックス ) 日本気象協会著 成山堂書店 芸術・スポーツ 5/下
120 もっと知りたい　ミケランジェロ　生涯と作品 池上英洋著 東京美術 芸術・スポーツ 5/30
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121 生きる力を育む　子どもサバイバルキャンプ 川口拓著 ベースボール・マガジン社芸術・スポーツ 5/19
122 スポーツクライミング教本 東秀磯著 山と溪谷社 芸術・スポーツ 5/24
123 乱歩と清張 郷原宏著 双葉社 ライブラリアン 5/16
124 幻影の町から大脱出 ( 妖怪道中三国志４　全７巻) 三田村信行作/十々夜絵あかね書房 児童読み物 5/下
125 なんにもできない　おとうさん ひがしちから作・絵 あかね書房 児童読み物 5/1
126 聖なるワニの棺 ( 神々と戦士たち４) ミシェル・ペイヴァー作/谷友紀子訳あすなろ書房 児童読み物 5/下
127 ねぇ、しってる？ かさいしんぺい作/いせひでこ絵岩崎書店 児童読み物 5/12
128 おもいで星がかがやくとき 刀根里衣作・絵 ＮＨＫ出版 児童読み物 5/11
129 てごわいおきゃくさまです ( おばけやさん７) おかべりか作・絵 偕成社 児童読み物 5/16
130 絵本　江戸のまち ( 講談社の創作絵本) 太田大輔作・絵 講談社 児童読み物 5/18
131 かえる　ぴょん ( 講談社の創作絵本) ささめやゆき作・絵 講談社 児童読み物 5/17
132 ねんねん　どっち？ ( 講談社の創作絵本) 宮野聡子作・絵 講談社 児童読み物 5/17
133 かさじおやぶん　いっけんらくちゃく！( おひさまのほん) 苅田澄子作/つちだのぶこ絵小学館 児童読み物 5/10
134 いたずら　おおかみくん きむらゆういち作/国松エリカ絵世界文化社 児童読み物 5/12
135 たなばたにょうぼう ( おばけ・行事えほん１) 常光徹作/野村たかあき絵童心社 児童読み物 5/10
136 おたすけこびとのにちようび なかがわちひろ作/コヨセ・ジュンジ絵徳間書店 児童読み物 5/27
137 チュウとチイの　あおいやねのひみつきち( 日本傑作絵本シリーズ) たかおゆうこ作・絵 福音館書店 児童読み物 5/10
138 ろくろっくびのばけねこしまい 二宮由紀子作/荒戸里也子絵ブロンズ新社 児童読み物 6/7
139 レイミー・ナイチンゲール ケイト・ディカミロ作/長友恵子訳岩波書店 児童読み物 5/25
140 なんでもできる！？ 五味太郎作・絵 偕成社 児童読み物 5/16
141 ほうちょうさん　ききいっぱつ 宮西達也作・絵 教育画劇 児童読み物 5/10
142 給食室の日曜日　ゆれるバレンタインデー( わくわくライブラリー) 村上しいこ作/田中六大絵講談社 児童読み物 5/16
143 きんたろうちゃん ( どうわがいっぱい) 斉藤洋作/森田みちよ絵講談社 児童読み物 5/25
144 空をけっとばせ ( わくわくライブラリー) 升井純子作/大島妙子絵講談社 児童読み物 5/15
145 ちゅうちゅうたこかいな ( 講談社の幼児えほん) 新井洋行作・絵 講談社 児童読み物 5/19
146 ちょっとおんぶ ( わくわくライブラリー) 岩瀬成子作/北見葉胡絵講談社 児童読み物 5/8
147 そらまめくんの　はらっぱあそび なかやみわ作・絵 小学館 児童読み物 5/25
148 だんぼーるおうじ ( ワンダーおはなし絵本) 長野ヒデ子作・絵 世界文化社 児童読み物 5/12
149 アルバートさんと　赤ちゃんアザラシ ジュディス・カー作・絵/三原泉訳徳間書店 児童読み物 5/17
150 ヒルダさんと　３びきのこざる クェンティン・ブレイク作/エマ・チチェスター・クラーク絵徳間書店 児童読み物 5/17
151 つまんない　つまんない ( ＭＯＥのえほん) ヨシタケシンスケ作・絵白泉社 児童読み物 5/17
152 お化けのおもてなし ( お化けシリーズ５) 川端誠作・絵 ＢＬ出版 児童読み物 5/20
153 キキとジジ　魔女の宅急便　特別編その２( 福音館創作童話シリーズ) 角野栄子作/佐竹美保画福音館書店 児童読み物 5/24
154 つちづくり　にわづくり ( 世界傑作絵本シリーズ) ケイト・メスナー作/クリストファー・サイラス・ニール絵福音館書店 児童読み物 5/10
155 あめがふるふる 田島征三作・絵 フレーベル館 児童読み物 5/2
156 児童憲章のえほん　そのとおり　そのとおり　おじさん　塚本やすし作・絵 求龍堂 児童ノンフィクション 5/25
157 甲虫のはなし ダイアナ・アストン作/シルビア・ロング絵ほるぷ出版 児童ノンフィクション 5/19
158 ビジュアル日本の鉄道の歴史　②大正後期～昭和前期編( 全３巻 ) 梅原淳著 ゆまに書房 児童ノンフィクション 5/25
159 世界恐竜発見地図 ( ちしきのぽけっと) ヒサクニヒコ作・絵 岩崎書店 児童ノンフィクション 5/23
160 ザリガニ、キンギョ、コイ。魚を知れば絶対釣れる　釣りにいこうよ！加藤康一著 講談社 児童ノンフィクション 5/25
161 よくわかる消防・救急 ( 楽しい調べ学習シリーズ) 坂口隆夫監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション 5/22
162 よくわかる薬物依存 ( 楽しい調べ学習シリーズ) 阿部和穂著・監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション 5/22
163 お金の悪魔　フェおばさんの経済学レクチャー Ｈ・Ｍ・エンツェンスベルガー著晶文社 ヤングアダルト 5/上
164 身近な疑問がスッキリわかる　理系の知識 瀧澤美奈子監修 青春出版社 ヤングアダルト 5/24
165 ジュニアのためのボルダリング　実践テク上達バイブル( コツがわかる本 ＳＴＥＰ　ＵＰ！ジュニアシリーズ) 小山田大監修/大場美奈実演メイツ出版 ヤングアダルト 5/15
166 カーネーション いとうみく作/酒井駒子絵くもん出版 ヤングアダルト 5/11
167 いつの日か伝説になる ( ＫＺ’Ｄｅｅｐ　Ｆｉｌｅ) 藤本ひとみ著 講談社 ヤングアダルト 5/24
168 Ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ，Ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ　 わたしと世界のあいだに ニコラ・ヨーン著/橋本恵訳静山社 ヤングアダルト 5/17
169 お金ってなんだろう？ ( 中学生の質問箱) 長岡慎介著/市川はるみ編平凡社 ヤングアダルト 5/17


