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1 少女は夜を綴らない 逸木裕著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 7/21
2 非常出口の音楽 古川日出男著 河出書房新社日本文芸書 7/14
3 囚われの盤 小島環著 講談社 日本文芸書 7/18
4 監督の問題                               本城雅人著 講談社 日本文芸書 7/25
5 紅城奇譚 鳥飼否宇著 講談社 日本文芸書 7/12
6 光二郎分解日記　西郷さんの犬 大山淳子著 講談社 日本文芸書 7/18
7 病弱探偵　謎は彼女の特効薬 岡崎琢磨著 講談社 日本文芸書 7/18
8 孟徳と本初　三國志官渡決戦録 吉川永青著 講談社 日本文芸書 7/25
9 さあ、文学で戦争を止めよう　猫キッチン荒神 笙野頼子著 講談社 日本文芸書 7/25

10 旅だから出逢えた言葉２　悩むなら、旅に出よ。 伊集院静著 小学館 日本文芸書 7/26
11 塔と重力 上田岳弘著 新潮社 日本文芸書 7/31
12 迷　（マヨウ） 大沢在昌/乙一/近藤史恵/ほか著新潮社 日本文芸書 7/31
13 惑　（マドウ） 大崎梢/加納朊子/今野敏/ほか著新潮社 日本文芸書 7/31
14 四時過ぎの船 古川真人著 新潮社 日本文芸書 7/31
15 わざと忌み家を建てて棲む 三津田信三著 中央公論新社日本文芸書 7/18
16 弥栄（イヤサカ）の烏 ( 八咫烏シリーズ６　完結) 阿部智里著 文藝春秋 日本文芸書 7/下
17 空に咲く恋 福田和代著 文藝春秋 日本文芸書 7/上
18 明治乙女物語 ※第２４回松本清張賞受賞作品滝沢志郎著 文藝春秋 日本文芸書 7/上
19 ＡＸ アックス 伊坂幸太郎著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 7/28
20 暗闇のアリア 真保裕一著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 7/14
21 ジャパン・トリップ 岩城けい著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 7/26
22 濱地健三郎の霊なる事件簿 有栖川有栖著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 7/29
23 黄泉坂案内人　三条目 仁木英之著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 7/28
24 決戦！関ヶ原２ 葉室麟著/東郷隆著/宮本昌孝著講談社 日本文芸書 7/25
25 絢爛たる奔流 岩井三四二著 講談社 日本文芸書 7/18
26 さいとう市立さいとう高校野球部　おれが先輩？ あさのあつこ著 講談社 日本文芸書 7/12
27 ネタ元 堂場瞬一著 講談社 日本文芸書 7/25
28 家族のあしあと 椎名誠著 集英社 日本文芸書 7/26
29 祝言島 真梨幸子著 小学館 日本文芸書 7/26
30 君が夏を走らせる 瀬尾まいこ著 新潮社 日本文芸書 7/31
31 とるとだす ( しゃばけシリーズ ) 畠中恵著 新潮社 日本文芸書 7/21
32 潮風エスケープ 額賀澪著 中央公論新社日本文芸書 7/18
33 怪盗　桐山の藤兵衛の正体 ( 八州廻り桑山十兵衛１０) 佐藤雅美著 文藝春秋 日本文芸書 7/上
34 嵯峨野花譜 葉室麟著 文藝春秋 日本文芸書 7/上
35 ネメシスの使者 中山七里著 文藝春秋 日本文芸書 7/下
36 仁者無敵　甫庵伝 志野靖史著 朝日新聞出版日本文芸書 7/7
37 嘘と人形 岩井志麻子著 太田出版 日本文芸書 7/5
38 俺たちはそれを奇跡と呼ぶのかもしれない 水沢秋生著 光文社 日本文芸書 7/18
39 うなぎ女子 加藤元著 光文社 日本文芸書 7/18
40 月夜に溺れる 長沢樹著 光文社 日本文芸書 7/18
41 ニュータウンクロニクル（仮） 中澤日菜子著 光文社 日本文芸書 7/18
42 秋霧 大倉崇裕著 祥伝社 日本文芸書 7/10
43 帝都大捜査網 岡田秀文著 東京創元社 日本文芸書 7/26
44 煌（キラリ） 志川節子著 徳間書店 日本文芸書 7/7
45 歴史はバーで作られる 鯨統一郎著 双葉社 日本文芸書 7/18
46 桶狭間の四人　光秀の逆転 鈴木輝一郎著 毎日新聞出版日本文芸書 7/13
47 真夏の雷管 ( 道警シリーズ ) 佐々木譲著 角川春樹事務所日本文芸書 7/中
48 マイ・ディア・ポリスマン 小路幸也著 祥伝社 日本文芸書 7/10
49 バブルノタシナミ。 阿川佐和子著 世界文化社 日本文芸書 7/20
50 タフガイ ( ハヤカワ・ミステリワールド) 藤田宜永著 早川書房 日本文芸書 7/19
51 どんな人生であっても、あなたが为人公（仮） 五木寛之著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 7/14
52 ウンベルト・エーコの小説講座 ウンベルト・エーコ著/和田忠彦訳筑摩書房 外国文芸書 7/25
53 至福の烙印 ( エクス・リブリス ) クラウス・メルツ著/松下たえ子訳白水社 外国文芸書 7/下
54 呼び出された男 ( ＨＡＹＡＫＡＷＡ　ＰＯＣＫＥＴ　ＭＹＳＴＥＲＹ　ＢＯＯＫＳ) ヨン・ヘンリ・ホルムベリ著/ヘレンハルメ美穂訳早川書房 外国文芸書 8/7
55 リラとわたし１　ナポリの物語 エレナ・フェッランテ著/飯田亮介訳早川書房 外国文芸書 7/5
56 科学捜査　証拠は現場に残される（仮）※２０１６年アンソニー賞批評・ノンフィクション部門受賞作品ヴァル・マクダーミド著/久保美代子訳化学同人 外国文芸書 7/
57 悪魔の日記を追え　ＦＢＩ捜査官とローゼンベルク日記 ロバート・Ｋ・ウィットマン著/デイヴィド・キニー著柏書房 外国文芸書 7/上
58 オープン・シティ ※新潮クレスト・ブックス／ ＰＥＮヘミングウェイ賞、ローゼンタール基金賞受賞作品テジュ・コール著/小磯洋光訳新潮社 外国文芸書 7/31
59 神秘大通り　上 ジョン・アーヴィング著/小竹由美子訳新潮社 外国文芸書 7/31
60 神秘大通り　下 ジョン・アーヴィング著/小竹由美子訳新潮社 外国文芸書 7/31
61 手間いらず、味が決まる　漬け床で絶品おかず しらいのりこ著/寺田聡美著
家の光協会 くらしの実用書 7/26
62 ラクしておいしい　あつまりごはん ( 講談社のお料理ＢＯＯＫ) 城川朝著 講談社 くらしの実用書 7/12
63 小さなアレンジメントの本 坂口美重子著 誠文堂新光社くらしの実用書 7/6
64 これだけで満足！和えるおかず 坂田阿希子著 世界文化社 くらしの実用書 7/10
65 うつくしい組ひもと小物のレシピ 多田牧子監修 日本文芸社 くらしの実用書 7/27
66 魚っ食いのための 珍魚食べ方図鑑 西潟正人著 緑書房 くらしの実用書 7/18
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67 はじめてのママカメラ　３６５日の撮り方辞典 今井しのぶ著 インプレス くらしの実用書 7/11
68 週末でつくる紙文具 永岡綾著 グラフィック社 くらしの実用書 7/5
69 決定版！何度も作りたくなる　お菓子の基本( 講談社のお料理ＢＯＯＫ) 荻田尚子著 講談社 くらしの実用書 7/12
70 毎日食べたい混ぜごはん 秋元薫著 すばる舎 くらしの実用書 7/18
71 その道のプロに聞く　生きものの見つけかた 松橋利光著 大和書房 くらしの実用書 7/20
72 図解　国債入門　国債がわかると経済がわかる 高橋洋一著 あさ出版 ビジネス・くらしの経済 7/7
73 セルフリノベーションの教科書 坂田夏水著 誠文堂新光社すまいと住宅 7/14
74 最新医学図解　詳しくわかる腎臓病の治療と安心生活 山縣邦弘監修 为婦と生活社 健康と家庭の医学 7/20
75 ＡＳＤ（自閉症スペクトラム）のある孫のおじいちゃん・おばあちゃんのための本ナンシー・ムクロー著/梅永雄二翻訳監修
上田勢子訳明石書店 健康と家庭の医学 7/上
76 大学よ、どこに行く？ 山口裕之著 明石書店 健康と家庭の医学 7/下
77 母と発達障害をもつ子のつきあいかた 宮尾益知著 河出書房新社健康と家庭の医学 7/19
78 図解　プログラミング教育がよくわかる本( 健康ライブラリー ) 石戸奈々子監修 講談社 健康と家庭の医学 7/28
79 完全図解　遊びリテーション大全集 ( 介護ライブラリー ) 三好春樹監修
土居新幸編著講談社 健康と家庭の医学 7/4
80 データで読む　教育の論点（仮） ( 犀の教室 ) 舞田敏彦著 晶文社 健康と家庭の医学 8/1
81 家族の認知症ケアがやさしくわかる本（仮） 亀山裕美監修 西東社 健康と家庭の医学 7/4
82 すぐに役立つ入門図解　民法　【債権法】　大改正 木島康雄監修 三修社 くらしの法律 7/上
83 改正　著作権法がよくわかる本 加藤晋介監修/コンデックス情報研究所編著成美堂出版 くらしの法律 7/20
84 教養としての「税法」入門 木山泰嗣著 日本実業出版社くらしの法律 7/26
85 原爆死の真実　きのこ雲の下で起きていたこと ＮＨＫスペシャル取材班著岩波書店 歴史と紀行 7/25
86 戦禍に生きた演劇人たち（仮） 堀川恵子著 講談社 歴史と紀行 7/6
87 海賊がつくった日本史 山田順子著 実業之日本社歴史と紀行 7/14
88 甲骨文の話 ( あじあブックス ) 松丸道雄著 大修館書店 歴史と紀行 7/6
89 データで見る太平洋戦争 高橋昌紀著 毎日新聞出版歴史と紀行 7/31
90 日本商業史　商業・流通の発展プロセスをとらえる 廣田誠著/山田雄久著ほか有斐閣 歴史と紀行 8/上
91 名字でわかる　あなたのルーツ 森岡浩著 小学館 日本の文化 7/6
92 地名の謎を解く　隠された「日本の古層」( 新潮選書 ) 伊東ひとみ著 新潮社 日本の文化 7/27
93 漆芸の見かた　日本伝統の名品がひと目でわかる 小林真理著 誠文堂新光社日本の文化 7/10
94 物語のティータイム　お菓子と暮らしとイギリス児童文学 北野佐久子著 岩波書店 世界の文化 7/19
95 世界の文様図鑑 文化学園朋飾博物館著河出書房新社世界の文化 7/14
96 写本の文化誌　　ヨーロッパ中世の文学とメディア クラウディア・ブリンカー・フォン・デア・ハイデ著/一條麻美子訳白水社 世界の文化 7/21
97 家族と国籍 奥田安弘著 明石書店 現代社会 7/下
98 サードエイジの社会参加 片桐恵子著 東京大学出版会現代社会 7/下
99 ブラック・フラッグス　上 ※ピュリツァー賞受賞作品 ジョビー・ウォリック著/伊藤真訳白水社 現代社会 7/21

100 ブラック・フラッグス　下 ※ピュリツァー賞受賞作品 ジョビー・ウォリック著/伊藤真訳白水社 現代社会 7/21
101 その食べ物、偽物です！ ラリー・オルムステッド著/依田光江訳早川書房 現代社会 7/19
102 街の公共サインを点検する　外国人にはどう見えるか 本田弘之著/岩田一成著
倉林秀男著大修館書店 現代社会 7/26
103 「西洋」の終わり　世界が繁栄を捨てる日 ビル・エモット著/伏見威蕃訳日本経済新聞出版社現代社会 7/7
104 地図で見る中国ハンドブック ティエリー・サンジュアン著/太田佐絵子訳原書房 現代社会 7/28
105 丹野智文　笑顔で生きる　認知症とともに 丹野智文著
 文藝春秋 現代社会 7/上
106 命を守る水害読本 命を守る水害読本実行委員会著毎日新聞出版現代社会 7/24
107 夫の定年　「人生の長い午後」を夫婦としてどう生きるか グループわいふ著/佐藤ゆかり著ミネルヴァ書房現代社会 7/中
108 ミツバチの教科書 エクスナレッジサイエンス 7/14
109 ブラックホールをのぞいてみたら 大須賀健著 ＫＡＤＯＫＡＷＡサイエンス 7/26
110 終わりなき侵略者との闘い 五箇公一著
 小学館 サイエンス 7/11
111 ひまわり８号でわかる　日本の天気と気象図鑑 村田健史著/武田康男著/菊池真以著誠文堂新光社サイエンス 7/13
112 マンモス　絶滅の謎からクローン化まで 福田正己著 誠文堂新光社サイエンス 7/14
113 温泉の科学 ( Ｂ＆Ｔブックス／おもしろサイエンス) 西川有司著 日刊工業新聞社サイエンス 7/21
114 全部わかる電気 成美堂出版編集部編成美堂出版 テクノロジー 7/31
115 トコトンやさしい水道管の本 ( Ｂ＆Ｔブックス／今日からモノ知りシリーズ) 高堂彰二著 日刊工業新聞社テクノロジー 7/18
116 歌舞伎の解剖図鑑 辻和子著 エクスナレッジ芸術・スポーツ 7/26
117 馬場のぼる　ねこと漫画と故郷と 馬場のぼる著 こぐま社 芸術・スポーツ 7/下
118 かわいい　こわい　おもしろい　長沢芦雪( とんぼの本 ) 岡田秀之著 新潮社 芸術・スポーツ 7/27
119 江戸の図書館（仮） 新藤透著 柏書房 ライブラリアン 7/24
120 かこさとし　人と地球の不思議とともに( ＫＡＷＡＤＥ夢ムック・文藝別冊) 河出書房新社編集部編河出書房新社ライブラリアン 7/10
121 本が好き 安野光雅著 山川出版社 ライブラリアン 7/下
122 妖怪美術館 広瀬克也作・絵 絵本館 児童読み物 7/上
123 ゆめねこ 真珠まりこ作・絵 金の星社 児童読み物 7/中
124 まねきねこだ！！ 高畠那生作・絵 好学社 児童読み物 7/下
125 おじいちゃんの　ふしぎなピアノ ( 講談社の創作絵本／ 第３８回講談社絵本新人賞受賞作品) はまぎしかなえ作・絵講談社 児童読み物 7/12
126 ふしぎなふうせん 中川ひろたか作/布川愛子絵鈴木出版 児童読み物 7/下
127 じごくにいったかんねどん ( おばけ・行事えほん２ ) 常光徹作/かつらこ絵/国立歴史民俗博物館監修童心社 児童読み物 7/中
128 １ぽんでもにんじん 長野ヒデ子構成・絵のら書店 児童読み物 7/上
129 タコめし ( ＭＯＥのえほん ／第５回ＭＯＥ創作絵本グランプリ受賞作品) つきおかようた作・絵白泉社 児童読み物 7/5
130 ぬけちゃった ( 児童図書館・絵本の部屋) スティーブ・アントニー作・絵/せなあいこ訳評論社 児童読み物 7/20
131 うし 内田麟太郎詩/高畠純絵アリス館 児童読み物 7/中
132 宇宙の生命　青い星の秘密 ( ホーキング博士のスペース・アドベンチャー２) ルーシー＆スティーヴン・ホーキング作
岩崎書店 児童読み物 7/13
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133 チョプラン漂流記　お船がかえる日 小林豊作・絵 岩波書店 児童読み物 7/19
134 空で出会ったふしぎな人たち 斉藤洋作/高畠純絵偕成社 児童読み物 7/21
135 ねこのさら ( 落語絵本２ ) 野村たかあき文・絵/柳家小三治監修教育画劇 児童読み物 7/上
136 マスターさんと　どうぶつえん アーノルド・ローベル作・絵/小宮由訳好学社 児童読み物 7/下
137 いえのおばけずかん　ざしきわらし ( 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 7/12
138 たいふうのひ ( 講談社の創作絵本 ) 武田美穂作・絵 講談社 児童読み物 7/18
139 まけるのも　だいじだよ　にじいろの　さかな( にじいろのさかなブック) マーカス・フィスター作・絵/谷川俊太郎訳講談社 児童読み物 7/12
140 見上げた空は青かった 小手鞠るい著 講談社 児童読み物 7/12
141 リンちゃんとネネコさん ( わくわくライブラリー ) 森山京作/野見山響子絵講談社 児童読み物 7/25
142 オレンジ色の不思議 斉藤洋作/森田みちよ絵静山社 児童読み物 7/19
143 おべんとうばこのなかから 中川ひろたか作/岡田よしたか絵世界文化社 児童読み物 7/10
144 きみも　こねこなの？ エズラ・ジャック・キーツ作・絵/当麻ゆか訳徳間書店 児童読み物 7/12
145 ぱんつ　さいこう！ ジャレッド・チャップマン作・絵/木坂涼訳ほるぷ出版 児童読み物 7/下
146 サルってさいこう！ オーウェン・デイビー作・絵/越智典子訳/中川尚史監修偕成社 児童ノンフィクション 7/11
147 Ｍｒ．トルネード　藤田哲也　航空事故を激減させた気象学者 佐々木健一著 小学館 児童ノンフィクション 7/19
148 水辺の鳥を観察しよう！　湖や池、河川、海辺の鳥( 楽しい調べ学習シリーズ) 飯村茂樹著 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション 7/18
149 ヒロシマのいのち ( 文研じゅべにーる ) 指田和作・絵 文研出版 児童ノンフィクション 7/10
150 月を知る！ ( 調べる学習百科 ) 三品隆司構成・文/吉川真監修岩崎書店 児童ノンフィクション 7/28
151 世界の乗りもの大図鑑 クライブ・ギフォード著/日暮雅通訳河出書房新社児童ノンフィクション 7/10
152 みんなのきもちがわかるかな？　おもいやりの絵本 ＷＩＬＬこども知育研究所編著/すみもとななみ絵金の星社 児童ノンフィクション 7/中
153 ＪＲ私鉄全線　地図でよくわかる　鉄道大百科 ＪＴＢパブリッシング児童ノンフィクション 7/14
154 さかなのたまご　いきのこりをかけただいさくせん( ふしぎいっぱい写真絵本) 内山りゅう写真・文ポプラ社 児童ノンフィクション 7/13
155 図解　身近にあふれる「科学」が３時間でわかる本 左巻健男編著 明日香出版社ヤングアダルト 7/7
156 ボトルクリーク絶体絶命 ワット・キー著/橋本恵訳あすなろ書房 ヤングアダルト 7/中
157 いのちは贈りもの　ホロコーストを生きのびて( 海外文学コレクション ) フランシーヌ・クリストフ著/河野万里子訳岩崎書店 ヤングアダルト 7/
158 危機の現場に立つ 中満泉著
 講談社 ヤングアダルト 7/25
159 少年Ｎの長い長い旅　０３ ( ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ) 石川宏千花著/岩本ゼロゴ画講談社 ヤングアダルト 7/25
160 マイナス・ヒーロー 落合由佳著 講談社 ヤングアダルト 7/12
161 南風吹く（ミナミフク） 森谷明子著 光文社 ヤングアダルト 7/18
162 ウィッシュ・ガール ニッキー・ロフティン著/代田亜香子訳
作品社 ヤングアダルト 7/下
163 もっとやりたい仕事がある！ 池上彰著 小学館 ヤングアダルト 7/20
164 ただ、見つめていた ジェイムズ・ハウ作/野沢佳織訳徳間書店 ヤングアダルト 7/上
165 もうひとつのワンダー Ｒ・Ｊ・パラシオ著/中井はるの訳ほるぷ出版 ヤングアダルト 7/中
166 サイモンＶＳ人類平等化計画 ( ＳＴＡＭＰ　ＢＯＯＫＳ ) ベッキー・アルバータリ著/三辺律子訳岩波書店 ヤングアダルト 7/19
167 わたしのクマ研究 小池伸介著 さ・え・ら書房 ヤングアダルト 7/下
168 １０代からのマネー図鑑 マーカス・ウィークス著/デレク・ブラッドン監修/加藤洋子訳三省堂 ヤングアダルト 7/14
169 僕には世界がふたつある ※２０１５年全米図書賞・２０１６年ゴールデン・カイト賞受賞作品ニール・シャスタマン著/金原瑞人訳/西田佳子訳集英社 ヤングアダルト 7/26
170 恋するぷにちゃん ( ＳＵＰＥＲ！ＹＡ ) ジュリー・マーフィー著/橋本恵訳小学館 ヤングアダルト 7/12
171 十歳までに読んだ本 西加奈子著/益田ミリ著
ポプラ社 ヤングアダルト 7/10


