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1 ししりばの家 澤村伊智著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 6/29
2 ここから先は何もない 山田正紀著 河出書房新社日本文芸書 6/20
3 囚われの島 谷崎由依著 河出書房新社日本文芸書 6/15
4 母ではなくて、親になる 山崎ナオコーラ著 河出書房新社日本文芸書 6/15
5 敵討ちか主殺しか　物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美著 講談社 日本文芸書 6/20
6 クジャクを愛した容疑者　警視庁いきもの係 大倉崇裕著 講談社 日本文芸書 6/13
7 コンビ ( 单部芸能シリーズ完結) 畑野智美著 講談社 日本文芸書 6/13
8 宮辻薬東宮 宮部みゆき著他 講談社 日本文芸書 6/20
9 悪寒 伊岡瞬著 集英社 日本文芸書 7/3

10 古都再見 葉室麟著 新潮社 日本文芸書 6/22
11 あなたの隣にいる孤独 樋口有介著 文藝春秋 日本文芸書 6/23
12 風と共にゆとりぬ 朝井リョウ著 文藝春秋 日本文芸書 6/30
13 チャップリン暗殺指令 土橋章宏著 文藝春秋 日本文芸書 6/23
14 泣き虫弱虫諸葛孔明　第５部 完結編 酒見賢一著 文藝春秋 日本文芸書 6/22
15 横浜大戦争 蜂須賀敬明著 文藝春秋 日本文芸書 6/15
16 薫風ただなか あさのあつこ著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 6/28
17 深海の寓話 森村誠一著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 6/29
18 政略結婚 高殿円著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 6/24
19 ｄｅｌｅ　ディーリー 本多孝好著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 6/29
20 ジョン・マン　６　順風編 山本一力著 講談社 日本文芸書 6/20
21 福袋 朝井まかて著 講談社 日本文芸書 6/20
22 変幻 今野敏著 講談社 日本文芸書 6/20
23 もう生まれたくない 長嶋有著 講談社 日本文芸書 6/27
24 横濱エトランゼ 大崎梢著 講談社 日本文芸書 6/13
25 腐れ梅 澤田瞳子著 集英社 日本文芸書 7/3
26 ゼンマイ 戌井昭人著 集英社 日本文芸書 6/26
27 Ｍ．Ｍ． 市川拓司著 小学館 日本文芸書 7/上
28 荒野に立てば　十字路が見える 北方謙三著 新潮社 日本文芸書 6/22
29 茄子の輝き 滝口悠生著 新潮社 日本文芸書 6/30
30 パーマネント神喜劇（シンキゲキ） 万城目学著 新潮社 日本文芸書 6/22
31 デンジャラス 桐野夏生著 中央公論新社日本文芸書 6/8
32 悪左府の女 伊東潤著 文藝春秋 日本文芸書 6/7
33 あなたならどうする 井上荒野著 文藝春秋 日本文芸書 6/14
34 標的 真山仁著 文藝春秋 日本文芸書 6/27
35 増山超能力師大戦争 誉田哲也著 文藝春秋 日本文芸書 6/16
36 武曲（ムコク）　２ 藤沢周著 文藝春秋 日本文芸書 6/9
37 それがしには策があり申す　島左近の野望 谷津矢車著 角川春樹事務所日本文芸書 6/13
38 世界のすべてのさよなら 白岩玄著 幻冬舎 日本文芸書 6/20
39 スノウ・エンジェル 河合莞爾著 祥伝社 日本文芸書 6/12
40 ５まで教える 松崎有理著 筑摩書房 日本文芸書 6/8
41 ヒビスクスの手紙 中上紀著 筑摩書房 日本文芸書 6/22
42 武蔵　６ 完結編 花村萬月著 徳間書店 日本文芸書 6/8
43 声なき叫び 小杉健治著 双葉社 日本文芸書 6/20
44 婚活探偵 大門剛明著 双葉社 日本文芸書 6/20
45 黒い波紋 曽根圭介著 朝日新聞出版日本文芸書 6/16
46 巨大電機産業が消滅する日 江上剛著 朝日新聞出版日本文芸書 6/16
47 星の子 今村夏子著 朝日新聞出版日本文芸書 6/7
48 探偵さえいなければ 東川篤哉著 光文社 日本文芸書 6/15
49 １９３４年の地図 堂場瞬一著 実業之日本社日本文芸書 6/15
50 危険領域　所轄魂 笹本稜平著 徳間書店 日本文芸書 6/8
51 東京カウガール 小路幸也著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 6/8
52 満月の泤枕 道尾秀介著 毎日新聞出版日本文芸書 6/6
53 世事は煙の如し　中短篇傑作選 余華著/飯塚容訳 岩波書店 外国文芸書 6/9
54 静寂　ある殺人者の記録 トーマス・ラープ著/酒寄進一訳東京創元社 外国文芸書 6/9
55 歴史の証人　ホテル・リッツ　生と死そして裏切り ティラー・Ｊ・マッツェオ著東京創元社 外国文芸書 6/28
56 われらの独立を記念し ( ＨＡＹＡＫＡＷＡ　ＰＯＣＫＥＴ　ＭＹＳＴＥＲＹ　ＢＯＯＫＳ／英国推理作家協会賞最優秀新人賞受賞作品　 ) スミス・ヘンダースン著早川書房 外国文芸書 6/7
57 心は燃える ル・クレジオ著 作品社 外国文芸書 7/上
58 階段を下りる女 ( 新潮クレスト・ブックス) ベルンハルト・シュリンク著新潮社 外国文芸書 6/30
59 木に登る王（仮） スティーヴン・ミルハウザー著白水社 外国文芸書 6/21
60 書架の探偵 ( 新☆ハヤカワ・ＳＦシリーズ) ジーン・ウルフ著 早川書房 外国文芸書 6/21
61 ちいさな国で ( ＦＮＡＣ小説賞／高校生が選ぶゴンクール賞受賞作品) ガエル・ファイユ著早川書房 外国文芸書 6/7
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62 自作キャンプアイテム教本 長谷部雅一著 グラフィック社 くらしの実用書 6/1
63 古紙クラフトのかご・小もの 　新聞・雑誌で作る 石上正志監修 日本ヴォーグ社くらしの実用書 6/30
64 案ずるより片づけよう　住まいの老い支度 阿部絢子著 講談社 くらしの実用書 6/14
65 冷凍お届けごはん　離れている家族に( 講談社のお料理ＢＯＯＫ) 上田淳子著 講談社 くらしの実用書 6/21
66 和中華　　さっと作るからおいしい！ 堤人美著 主婦と生活社 くらしの実用書 6/23
67 ヨーグルトの冷たいお菓子と焼き菓子 若山曜子著 世界文化社 くらしの実用書 6/29
68 元気な魚が育つ水槽作り（仮） 青木崇浩著 日東書院本社くらしの実用書 6/20
69 有期労働契約の無期転換がわかる本 岡田良則著 自由国民社 ビジネス・くらしの経済 6/7
70 経済ニュースの「なぜ？」　を読み解く１１の転換点 田村賢司著 日経ＢＰマーケティングビジネス・くらしの経済 6/20
71 保育士の仕事がわかる本 田代和美著 日本実業出版社ビジネス・くらしの経済 6/21
72 ライト式建築（仮） 井上祐一著/小野吉彦写真柏書房 すまいと住宅 6/22
73 木工手道具の基礎と実践 大工道具研究会編誠文堂新光社すまいと住宅 6/8
74 日本の麦 吉田行郷著 農山漁村文化協会すまいと住宅 6/12
75 発達障害の子の健康管理サポートブック( 健康ライブラリー) 梅永雄二監修 講談社 健康と家庭の医学 6/27
76 乳がん　あなたが選択！納得治療と安心生活( あなたが選ぶ治療法シリーズ) 福田護監修 主婦と生活社 健康と家庭の医学 6/30
77 先生！私は妊娠できますか？ 中村はるね著/清水真弓著主婦の友社 健康と家庭の医学 6/26
78 大人の“かくれ発達障害”が増えている 岩橋和彦著/星野仁彦著法研 健康と家庭の医学 6/9
79 放課後等デイサービス・ハンドブック 障害のある子どもの放課後保障全国連絡会編著かもがわ出版 教育と福祉 6/6
80 性別に違和感がある子どもたち（仮） 康純編著 合同出版 教育と福祉 6/下
81 発達が気になる子どものためのハローワーク（仮） 鈴木慶太監修/飯島さなえ監修編合同出版 教育と福祉 6/下
82 子どもの敏感さに困ったら読む本 長沼睦雄著 誠文堂新光社教育と福祉 6/15
83 図解　最新　ネットビジネスの法律とトラブル解決法がわかる事典服部真和監修 三修社 くらしの法律 6/下
84 図解いちばんよくわかる　最新　個人情報保護法　 辻畑泰喬著 日本実業出版社くらしの法律 6/14
85 歯痛の文化史　　古代エジプトからハリウッドまで( 朝日選書 ) ジェイムズ・ウィンブラント著
忠平美幸訳朝日新聞出版歴史と紀行 6/5
86 物語　日本の治水史 竹林征三著 鹿島出版会 歴史と紀行 6/7
87 山を奪いあう百姓たち（仮）　江戸・明治の山争い裁判 渡辺尚志著 草思社 歴史と紀行 6/中
88 世界の特別な１日　未来に残したい１００の報道写真フェデリカ・グアニエリ著日経ＢＰマーケティング歴史と紀行 6/15
89 Ｍｒ．トルネード　藤田哲也　世界の空を救った男 佐々木健一著 文藝春秋 歴史と紀行 6/中
90 オールカラー　消えゆく戦跡が物語る大平洋戦争 西牟田靖著ほか 山川出版社 歴史と紀行 6/下
91 牛車で行こう！　平安貴族と乗り物文化 京樂真帆子著 吉川弘文館 歴史と紀行 6/26
92 東京のきつねが大阪でたぬきにばける 誤解されやすい方言小辞典篠崎晃一著 三省堂 日本の文化 6/2
93 音の表現辞典 中村明著 東京堂出版 日本の文化 6/下
94 庖丁　　 ( シリーズ・ニッポン再発見７) 信田圭造著 ミネルヴァ書房日本の文化 6/上
95 和菓子を愛した人たち 虎屋文庫編著 山川出版社 日本の文化 6/2
96 江戸のベストセラー 清丸恵三郎著 洋泉社 日本の文化 6/19
97 人類はなぜ肉食をやめられないのか マルタ・ザラスカ著
小野木明恵訳合同出版 世界の文化 6/15
98 はかりきれない世界の卖位 米澤敬著/日下明イラスト創元社 世界の文化 6/23
99 メロンとスイカの歴史 ( 「食」の図書館) シルヴィア・ラブグレン著原書房 世界の文化 6/中

100 遺族外来　大切な人を失っても 大西秀樹著 河出書房新社現代社会 6/20
101 よみがえる魚たち 高橋清孝編著 恒星社厚生閣現代社会 6/下
102 これからの地域再生 ( 犀の教室 ) 飯田泰之編 晶文社 現代社会 6/中
103 最後の超大国インド　元大使が見た親日国のすべて平林博著 日経ＢＰマーケティング現代社会 6/15
104 ワンオペ育児　わかってほしい休めない日常 藤田結子著 毎日新聞出版現代社会 6/19
105 妄信　相模原障害者殺傷事件 朝日新聞取材班著朝日新聞出版現代社会 6/20
106 子ども格差の経済学 橘木俊詔著 東洋経済新報社現代社会 6/22
107 宅配がなくなる日　同時性解消の社会論 松岡真宏著/山手剛人著日本経済新聞出版社現代社会 6/6
108 図説　日本の湿地 日本湿地学会監修朝倉書店 サイエンス 7/3
109 歌うカタツムリ　進化とらせんの物語 ( 岩波科学ライブラリー) 千葉聡著 岩波書店 サイエンス 6/13
110 ノミのジャンプと銀河系 ( 新潮選書 ) 椎名誠著 新潮社 サイエンス 6/23
111 顔の老化のメカニズム　 江連智暢著 日刊工業新聞社サイエンス 6/28
112 Ｚｏｏっとたのしいー！動物園　 小宮輝之写真・文 文一総合出版サイエンス 6/下
113 しくみ図解　自動車整備が一番わかる 松平智敬監修/京都自動車大学校監修技術評論社 テクノロジー 6/21
114 情報技術全史（仮）　ＩＴの２５０年を読み解く 中野明著 祥伝社 テクノロジー 6/30
115 最新　熱処理のしくみと技術 仁平宣弘著/内田聡著ナツメ社 テクノロジー 6/12
116 トコトンやさしい３Ｄものづくりの本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 柳生眞喜男著ほか日刊工業新聞社テクノロジー 6/20
117 手島圭三郎全仕事 「手島圭三郎全仕事」編集委員会編絵本塾出版 芸術・スポーツ 6/下
118 読むオペラ　聴く前に聴いた後に ( オルフェ・ライブラリー) 堀内修著 音楽之友社 芸術・スポーツ 6/21
119 日本美術に見るきもの 近藤富枝著 河出書房新社芸術・スポーツ 6/15
120 ピアニストだって冒険する 中村紘子著 新潮社 芸術・スポーツ 6/30
121 釣竿一本からはじめる魚釣り 村越正海著 成美堂出版 芸術・スポーツ 7/上
122 ゼロから分かる！やきもの入門 河野恵美子監修 世界文化社 芸術・スポーツ 6/20
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123 デジタル時代の公共図書館の未来（仮） 植村八潮編著/柳与志夫編勉誠出版 ライブラリアン 6/上
124 夏がきた 羽尻利門作・絵 あすなろ書房 児童読み物 6/下
125 化けて貸します！レンタルショップ八文字屋( 物語の王国) 泉田もと作/十々夜絵岩崎書店 児童読み物 6/9
126 しっぱいなんかこわくない アンドレア・ベイティー作/デイヴィッド・ロバーツ絵絵本塾出版 児童読み物 6/中
127 ちいさなはなのものがたり　しろつめくさのはなかんむり斉藤洋作/浅倉田美子絵偕成社 児童読み物 6/20
128 どうぶつたちがねむるとき イジー・ドヴォジャーク作/マリエ・シュトゥンプフォヴァー絵偕成社 児童読み物 6/12
129 ようかい　りょうりばんづけ 澤野秋文作・絵 佼成出版社 児童読み物 6/20
130 おさるのよる ( どうわがいっぱい) いとうひろし作・絵 講談社 児童読み物 6/26
131 ねぼすけ　ふくろうちゃん ( 講談社の翻訳絵本) マーカス・フィスター作・絵/林木林訳講談社 児童読み物 6/21
132 オニのきもだめし ( ) 岡田よしたか作・絵小学館 児童読み物 6/26
133 ぼくのイスなのに！ ※ アムネスティ・英国図書館情報専門家協会名誉賞受賞作品ロス・コリンズ作・絵/いしいひろし訳ＰＨＰ研究所 児童読み物 6/1
134 まるぽちゃ　おまわりさん ( おひざにおいで　) マーガレット・ワイズ・ブラウン作/イーディス・サッチャー・ハード作/アリス＆マーティン・プロベンセン絵ＰＨＰ研究所 児童読み物 6/12
135 うみべのまちで ( ) ジョアン・シュウォーツ作/シドニー・スミス絵/岩城義人訳ＢＬ出版 児童読み物 7/3
136 ゆめみるじかんよ　こどもたち ( ) ティモシー・ナップマン作/ヘレン・オクセンバリー絵/石井睦美訳ＢＬ出版 児童読み物 6/22
137 金剛山のトラ　韓国の昔話 ( 世界傑作絵本シリーズ) クォン・ジョンセン再話/チョン・スンガク絵/かみやにじ訳福音館書店 児童読み物 6/7
138 ふしぎな銀の木　スリランカの昔話　( 世界傑作絵本シリーズ) シビル・ウェッタシンハ再話・絵/松岡享子訳/市川雅子訳福音館書店 児童読み物 6/14
139 ホウホウフクロウ ( 日本傑作絵本シリーズ) 井上洋介作・絵 福音館書店 児童読み物 6/14
140 この本をかくして マーガレット・ワイルド文/フレヤ・ブラックウッド絵岩崎書店 児童読み物 6/20
141 はくぶつかんのよる イザベル・シムレール作・絵/石津ちひろ訳岩波書店 児童読み物 6/27
142 メリーメリーのびっくりプレゼント ジョーン・Ｇ・ロビンソン作・絵岩波書店 児童読み物 6/15
143 靴屋のタスケさん 角野栄子作/森環絵偕成社 児童読み物 6/26
144 よるのおと たむらしげる作・絵偕成社 児童読み物 6/12
145 へんしんテスト ( 新しいえほん／へんしんシリーズ１７) あきやまただし作・絵金の星社 児童読み物 6/22
146 おともだちできた？ ( 講談社の創作絵本) 恩田陸作/石井聖岳絵講談社 児童読み物 6/29
147 サラとピンキー　パリへ行く ( わくわくライブラリー　) 富安陽子作・絵 講談社 児童読み物 6/27
148 奮闘するたすく ( 文学の扉 ) まはら三桃著 講談社 児童読み物 6/28
149 海辺の音楽 ( ペンダーウィックの四姉妹３) ジーン・バーズオール作/代田亜香子訳小峰書店 児童読み物 6/下
150 かわうそ３きょうだい　とらのまき あべ弘士作・絵 小峰書店 児童読み物 6/下
151 こんとんじいちゃんの裏庭 村上しいこ作・絵 小学館 児童読み物 6/26
152 いえすみねずみ ジョン・バーニンガム作・絵/谷川俊太郎訳ＢＬ出版 児童読み物 6/20
153 詩って　なあに？ ※ エズラ・ジャック・キーツ賞受賞作品   ミーシャ・アーチャー作・絵/石津ちひろ訳ＢＬ出版 児童読み物 6/12
154 手おけのふくろう ( 日本傑作絵本シリーズ) ひらののぶあき作/あべ弘士絵福音館書店 児童読み物 6/21
155 パリのエマ ( 世界傑作絵本シリーズ) クレール・フロッサール作・絵福音館書店 児童読み物 6/7
156 小学校がなくなる！ ( 文研ブックランド) 麻生かづこ作/大庭賢哉絵文研出版 児童読み物 6/30
157 だじゃれ世界一周 長谷川義史作・絵 理論社 児童読み物 6/7
158 いちばんよくわかる子どもの手芸レッスンＢＯＯＫ 松村忍監修 朝日新聞出版児童ノンフィクション 6/16
159 いろいろはっぱ 小寺卓矢写真・文/佐藤孝夫監修アリス館 児童ノンフィクション 6/16
160 ロケット発射場の一日 ( 講談社の創作絵本) いわた慎二郎作・絵講談社 児童ノンフィクション 7/13
161 はじめて見たよ！セミのなぞ 新開孝写真・文 少年写真新聞社児童ノンフィクション 6/上
162 ダンボールで作れるかわいいキッズ家具＆おもちゃ( レディブティックシリーズ) 山田素子著 ブティック社 児童ノンフィクション 6/16
163 ビジュアル日本の鉄道の歴史３　昭和後期～現代編( 全３巻　完結) 梅原淳著 ゆまに書房 児童ノンフィクション 6/23
164 マングローブ生態系探検図鑑　 馬場繁幸監修/長島敏春取材・撮影偕成社 児童ノンフィクション 6/27
165 理系アタマがぐんぐん育つ　科学の実験大図鑑 ロバート・ウィンストン著新星出版社 児童ノンフィクション 6/27
166 ４７都道府県新聞 グループ・コロンブス著ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション 7/上
167 よくわかるネット依存　心身への影響から予防法まで( 楽しい調べ学習シリーズ) 遠藤美季監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション 6/20
168 ファーブル先生の昆虫教室２　昆虫に学ぶ命のふしぎ奥本大三郎文/やましたこうへい絵ポプラ社 児童ノンフィクション 6/20
169 １４９３　入門世界史　コロンブスからはじまるグローバル社会チャールズ・Ｃ・マン著あすなろ書房 ヤングアダルト 6/25
170 ラブリィ！ ※ 第57回講談社児童文学新人賞受賞作品吉田桃子著 講談社 ヤングアダルト 6/20
171 ぼくの村がゾウに襲われるわけ。 岩井雪乃著 合同出版 ヤングアダルト 6/30
172 九時の月 デボラ・エリス著/もりうちすみこ訳さ・え・ら書房 ヤングアダルト 6/29
173 ナイスキャッチ！ 横沢彰作/スカイエマ絵新日本出版社ヤングアダルト 6/23
174 ガラスの封筒と海と アレックス・シアラー著/金原瑞人訳求龍堂 ヤングアダルト 6/23
175 ジェリーフィッシュ・ノート アリ・ベンジャミン著/田中奈津子訳講談社 ヤングアダルト 6/28
176 青春は燃えるゴミではありません 村上しいこ著/小野啓写真講談社 ヤングアダルト 7/上
177 炎に恋した少女 ( ＳＵＰＥＲ！ＹＡ) ジェニー・ヴァレンタイン著/田中亜希子訳小学館 ヤングアダルト 6/7
178 人間はだまされる　フェイクニュースを見分けるには( 世界をカエル　１０代からの羅針盤) 三浦準司著/マット和子絵理論社 ヤングアダルト 6/15


