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1 いくさの底 古処誠二著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/4
2 冤罪犯 翔田寛著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/29
3 オリンピックがやってきた １９６４年北国の家族の物語 堀川アサコ著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/30
4 本日も教官なり 小野寺史宜著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/31
5 マツリカ・マトリョシカ 相沢沙呼著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/23
6 Ａｎｋ　ａ　ｍｉｒｒｏｒｉｎｇ　ａｐｅ 佐藤究著 講談社 日本文芸書 8/22
7 日曜日の人々 高橋弘希著 講談社 日本文芸書 8/23
8 真ん中の子どもたち 温又柔著 集英社 日本文芸書 8/上
9 岩塩の女王 諏訪哲史著 新潮社 日本文芸書 8/22

10 望むのは 古谷田奈月著 新潮社 日本文芸書 8/22
11 むーさんの自転車 ねじめ正一著 中央公論新社 日本文芸書 8/9
12 赤坂ひかるの愛と拳闘 中村航著 文藝春秋 日本文芸書 8/24
13 小指が燃える 青来有一著 文藝春秋 日本文芸書 8/3
14 バック・ステージ 芦沢央著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/31
15 ヒストリア 池上永一著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/31
16 ミステリークロック 貴志祐介著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 9/上
17 銀河の通信所 長野まゆみ著 河出書房新社 日本文芸書 8/上
18 火曜日のルビィ 重松清著 講談社 日本文芸書 8/22
19 風神雷神　上 柳広司著 講談社 日本文芸書 8/22
20 風神雷神　下 柳広司著 講談社 日本文芸書 8/22
21 緑の窓口　～樹木トラブル解決します～ 下村敦史著 講談社 日本文芸書 8/22
22 死神と道連れ　怪異名所巡り９ 赤川次郎著 集英社 日本文芸書 9/5
23 末永く、お幸せに あさのあつこ著小学館 日本文芸書 8/29
24 移植医たち 谷村志穂著 新潮社 日本文芸書 8/22
25 この世の春　上 宮部みゆき著 新潮社 日本文芸書 8/29
26 この世の春　下 宮部みゆき著 新潮社 日本文芸書 8/29
27 Ｒ帝国 中村文則著 中央公論新社 日本文芸書 8/21
28 盤上の向日葵 柚月裕子著 中央公論新社 日本文芸書 8/21
29 影裏 ※第１５７回芥川賞・第１２２回文学界新人賞受賞作品沼田真佑著 文藝春秋 日本文芸書 7/下
30 ほしのこ 山下澄人著 文藝春秋 日本文芸書 8/22
31 ランニング・ワイルド 堂場瞬一著 文藝春秋 日本文芸書 8/7
32 老い仕事（仮） 横尾忠則著 ＳＢクリエイティブ日本文芸書 9/上
33 ゲームの王国　上 小川哲著 早川書房 日本文芸書 8/23
34 ゲームの王国　下 小川哲著 早川書房 日本文芸書 8/23
35 鳳凰の船 浮穴みみ著 双葉社 日本文芸書 8/19
36 花びら供養　石牟礼道子エッセイ集 石牟礼道子著 平凡社 日本文芸書 8/9
37 ゴースト 中島京子著 朝日新聞出版 日本文芸書 8/7
38 人生の旅をゆく　３ 吉本ばなな著 ＮＨＫ出版 日本文芸書 8/25
39 院長選挙 久坂部羊著 幻冬舎 日本文芸書 8/22
40 狐と韃 朱川湊人著 光文社 日本文芸書 8/18
41 白い戦場 柴田よしき著 光文社 日本文芸書 8/16
42 つぼみ 宮下奈都著 光文社 日本文芸書 8/18
43 １００億人のヨリコさん 似鳥鶏著 光文社 日本文芸書 8/18
44 神（カムイ）の涙 馳星周著 実業之日本社 日本文芸書 8/21
45 国士 楡周平著 祥伝社 日本文芸書 8/7
46 ソロ　ＳＯＬＯ 笹本稜平著 祥伝社 日本文芸書 8/7
47 人形たちの白昼夢（仮） 千早茜著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 8/18
48 さらさら流る 柚木麻子著 双葉社 日本文芸書 8/16
49 動物になって生きてみた チャールズ・フォスター著/西田美緒子訳河出書房新社 外国文芸書 8/16
50 引き潮 Ｒ・Ｌ・スティーヴンスン著/Ｌ・オズボーン著
駒月雅子訳国書刉行会 外国文芸書 8/25
51 ヤングスキンズ ※ガーディアン・ファーストブック賞・ルーニー賞・フランク・オコナー国際短篇賞受賞作品コリン・バレット著/田栗美奈子訳/下林悠治訳作品社 外国文芸書 8/下
52 起きようとしない男 デイヴィッド・ロッジ著/高儀進訳白水社 外国文芸書 8/下
53 ジャック・グラス伝　宇宙的殺人者 ※新☆ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ／英国ＳＦ協会賞＆ジョン・Ｗ・キャンベル記念賞受賞作品アダム・ロバーツ著/内田昌之訳早川書房 外国文芸書 8/23
54 逆向誘拐 ※第３回島田荘司推理小説賞受賞作品文善著/稲村文吾訳文藝春秋 外国文芸書 8/下
55 霧の島のかがり火 （ 論創海外ミステリ） メアリー・スチュアート著/木村浩美訳論創社 外国文芸書 8/下
56 闇夜にさまよう女 セルジュ・ブリュソロ著/辻谷泰志訳国書刉行会 外国文芸書 8/25
57 おじいさんに聞いた話 （ 新潮クレスト・ブックス） トーン・テレヘン著/長山さき訳新潮社 外国文芸書 8/25
58 湖畔荘　上 ケイト・モートン著/青木純子訳東京創元社 外国文芸書 8/31
59 湖畔荘　下 ケイト・モートン著/青木純子訳東京創元社 外国文芸書 8/31
60 シンパサイザー ※２０１６年ピュリッツアー賞・アメリカ探偵作家クラブ賞最優秀新人賞 受賞作品ヴィエト・タン・ウェン著/上岡伸雄訳早川書房 外国文芸書 8/23
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61 その日の後刻に グレイス・ペイリー著/村上春樹訳文藝春秋 外国文芸書 8/29
62 おやこの薬膳ごはん 山田奈美著 クレヨンハウス くらしの実用書 8/下
63 パウンド型ひとつで５０のケーキ 吉川文子著 世界文化社 くらしの実用書 8/28
64 今さら聞けない手芸の基礎がよくわかる！ファスナーつけ中嶌有希著 日東書院本社 くらしの実用書 8/下
65 きょうの料理　わたしのいつものごはん（ 生活実用シリーズ） 栗原はるみ著 ＮＨＫ出版 くらしの実用書 8/18
66 これで安心！ここが知りたい！デジタル遺品 古田雄介著 技術評論社 くらしの実用書 8/8
67 きちんと切ると料理はもっとおいしい 中村奈津子著 主婦と生活社 くらしの実用書 8/30
68 バッグの型紙の本 越膳夕香著 日本ヴォーグ社くらしの実用書 8/26
69 透明和菓子の作り方 安田由佳子著 文化出版局 くらしの実用書 8/8
70 仕事にとことん役立つ数学 柳谷晃著 ＳＢクリエイティブビジネス・くらしの経済8/18
71 図解最新　税金のしくみと手続きがわかる事典 北川ワタル監修三修社 ビジネス・くらしの経済8/下
72 会社の中の発達障害　いつも嫌なことを言う上司、いつも迷惑をかける部下星野仁彦著 集英社 ビジネス・くらしの経済9/1
73 金利「超」入門 美和卓著 日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済8/23
74 ６時だよ 全員退社！ 田中健彦著 日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済8/23
75 「自分」の生産性をあげる働き方（仮） 沢渡あまね著 ＰＨＰ研究所 ビジネス・くらしの経済8/21
76 小さな家の間取り解剖図鑑（仮） 本間至著 エクスナレッジ すまいと住宅 8/25
77 ニッポンの地方野菜 内田悟著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ すまいと住宅 8/24
78 世界遺産法隆寺に学ぶ　隅々まで楽しめるお寺の歩き方山田雅夫著 自由国民社 すまいと住宅 8/下
79 育苗からわかる野菜づくり 野口貴著/沼尻勝人著/海保富士男著誠文堂新光社 すまいと住宅 8/10
80 こんな建物だれがどうしてつくったの？ ジョン・ズコウスキー著/藤井由理監修東京美術 すまいと住宅 8/2
81 前立腺がん　より良い選択をするための完全ガイド（ 健康ライブラリーイラスト版） 頴川晋監修 講談社 健康と家庭の医学 8/9
82 最新肺がん治療　“納得して自分で決める”ための完全ガイド（ あなたが選ぶ治療法シリーズ） 坪井正博監修 主婦と生活社 健康と家庭の医学 8/4
83 スーパードクターと学ぶ　一生よく見える目になろう 深作秀春著 主婦の友社 健康と家庭の医学 9/上
84 大丈夫！何とかなります　過活動膀胱　あなたのその症状、もしかして？横山修監修 主婦の友社 健康と家庭の医学 8/21
85 なぜあなたの疲れはとれないのか？ 梶本修身著 ダイヤモンド社 健康と家庭の医学 9/上
86 大腸がんを生きるガイド 石黒めぐみ著/杉原健一著日経ＢＰマーケティング健康と家庭の医学 8/25
87 家庭でできる 元気のコツ事典（仮） 読売新聞医療部著ＰＨＰ研究所 健康と家庭の医学 8/21
88 ＬＤのある子を理解して育てる本 竹田契一監修 学研プラス 教育と福祉 8/29
89 ＡＤＨＤの子のソーシャルスキルを育てる本（ 健康ライブラリー） 本田秀夫監修/日戸由刈監修講談社 教育と福祉 8/22
90 「ごみ屋敷条例」に学ぶ　条例づくり教室 板垣勝彦著 ぎょうせい くらしの法律 8/上
91 平成２９年改正　住宅セーフティネット法の解説Ｑ＆Ａ 住宅セーフティネット法制研究会編ぎょうせい くらしの法律 9/中
92 すぐに役立つ入門図解　最新　アパート・マンション・民泊経営をめぐる法律と税務服部真和監修/北川ワタル監修三修社 くらしの法律 8/下
93 沖縄１９３５ 朝日新聞社編 朝日新聞出版 歴史と紀行 7/31
94 全国棚田ガイド　ＴＡＮＡＤＡＳ 棚田ネットワーク編/中島峰広監修家の光協会 歴史と紀行 8/28
95 “西郷どん”と呼ばれた男　　愛と義に生きた生涯 原口泉著 ＮＨＫ出版 歴史と紀行 8/29
96 世界をまどわせた地図 エドワード・ブルック＝ヒッチング著/関谷冬華訳日経ＢＰマーケティング歴史と紀行 8/10
97 ４７都道府県　公園／庭園百科 西田正憲編著/飛田範夫著/黒田乃生著/井原緑著丸善出版 歴史と紀行 8/8
98 日本の最も美しい街　 エクスナレッジ 日本の文化 9/中
99 荒俣宏妖怪探偵団　ニッポン見聞録 荒俣宏著/荻野慎諧ほか著学研プラス 日本の文化 8/29

100 敬語は変わる　大規模調査からわかる百年の動き 井上史雄編 大修館書店 日本の文化 8/25
101 昔話の読み方を考える 石井正己著 三弥井書店 日本の文化 8/上
102 なくなりそうな世界のことば 吉岡乾著/西淑イラスト創元社 世界の文化 8/18
103 世界の茶文化図鑑 ティーピッグズ著/ルイス・チードル著/ニック・キルビー著/伊藤はるみ訳原書房 世界の文化 8/下
104 トウガラシの歴史 （ 「食」の図書館） ヘザー・アーント・アンダーソン著/服部千佳子訳原書房 世界の文化 8/18
105 はじめての貧困論（仮）　たすける/支える社会をつくる 金子充著 明石書店 現代社会 8/20
106 大人のための社会科　未来を語るために 井手英策著/宇野重規著有斐閣 現代社会 8/下
107 出生前診断　そのとき夫婦は （ 健康ライブラリー） ＮＨＫスペシャル取材班著講談社 現代社会 8/23
108 肥料・エネルギー・雇用を生む　ごみを資源にまちづくり 中村修著 農山漁村文化協会現代社会 8/下
109 蚊のはなし 上村清編 朝倉書店 サイエンス 8/25
110 昆虫の交尾は、味わい深い…。 （ 岩波科学ライブラリー２６４） 上村佳孝著 岩波書店 サイエンス 8/10
111 セックス・イン・ザ・シー （ 講談社選書メチエ） マラー・Ｊ・ハート著/桑田健訳講談社 サイエンス 8/9
112 海水の疑問５０ （ みんなが知りたいシリーズ） 日本海水学会編成山堂書店 サイエンス 8/下
113 火山全景　写真でめぐる世界の火山地形と噴出物 白尾元理写真/下司信夫解説誠文堂新光社 サイエンス 8/7
114 恐竜探偵　足跡を追う アンソニー・Ｊ・マーティン著/野中香方子訳文藝春秋 サイエンス 8/8
115 和算百科 和算研究所編/佐藤健一編丸善出版 サイエンス 8/下
116 トコトンやさしいバルブの本 （ Ｂ＆Ｔブックス／今日からモノ知りシリーズ） 小岩井隆著 日刉工業新聞社テクノロジー 8/15
117 日本のものづくり遺産　２　２０１５－２０１６ 未来技術遺産のすべて　　　　　        　２０１５－２０１６ 未来技術遺産のすべて国立科学博物館産業技術史資料情報センター監修山川出版社 テクノロジー 8/10
118 はじめてのレコーディング 満田恒春著 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングステクノロジー 8/23
119 トリックアート入門 ステファン・パブスト著グラフィック社 芸術・スポーツ 9/5
120 プール・ライフガーディング教本 日本ライフセービング協会編大修館書店 芸術・スポーツ 8/25
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121 井上洋介　絵本画集　１９３１－２０１６ 井上洋介絵/土井章史編著玉川大学出版部芸術・スポーツ 8/23
122 アンドリュー・ワイエス作品集 高橋秀治著 東京美術 芸術・スポーツ 8/22
123 定年後も人生を楽しみたい人に贈る　シニアのための運動の教科書中野ジェームズ修一著徳間書店 芸術・スポーツ 8/25
124 カラー百科　見る・知る・読む　能楽堂の世界 小林保治編/表きよし編/石田裕写真監修勉誠出版 芸術・スポーツ 8/
125 昭和の翻訳出版事件簿 宮田昇著 創元社 ライブラリアン 8/1
126 ドナルド・キーン （ 別冊太陽　日本のこころ） 竹内清乃編/和田絹子編平凡社 ライブラリアン 8/25
127 サイモンは、ねこである ガーリア・バーンスタイン作・絵/なかがわちひろ訳あすなろ書房 児童読み物 8/下
128 あやしい妖怪はかせ 小森香折文/西村繁男絵アリス館 児童読み物 8/上
129 だいぶつさまのうんどうかい 苅田澄子文/中川学絵アリス館 児童読み物 8/下
130 きょうふの　おばけにんじん ※２０１３年コールデコット・オナー賞受賞作品アーロン・レイノルズ作/ピーター・ブラウン絵/中川ひろたか訳学研プラス 児童読み物 8/29
131 てをつなぐ 鈴木まもる作・絵金の星社 児童読み物 8/23
132 どしゃぶり （ 講談社の創作絵本） はたこうしろう絵/おーなり由子文講談社 児童読み物 8/22
133 絵本・世界の名作　ドン・キホーテ ミゲル・デ・セルバンテス原作/石崎洋司文/村上勉絵講談社 児童読み物 8/28
134 ほしじいたけ　ほしばあたけ　カエンタケにごようじん（ 講談社の創作絵本） 石川基子作・絵講談社 児童読み物 8/23
135 まっくらやみのまっくろ ミロコマチコ作・絵小学館 児童読み物 8/17
136 みんな生きている （ ぴっかぴかえほん） 中川ひろたか文/きくちちき絵小学館 児童読み物 8/30
137 にんぎょうの　おいしゃさん （ おひざにおいで） マーガレット・ワイズ・ブラウン作/Ｊ・Ｐ・ミラー絵/こみやゆう訳ＰＨＰ研究所 児童読み物 8/4
138 マンモスのみずあび 市川里美文・絵ＢＬ出版 児童読み物 8/10
139 すすめ！　かいてんずし 岡田よしたか作・絵ひかりのくに 児童読み物 9/5
140 うるさいアパート マック・バーネット文/ブライアン・ビッグズ絵/椎名かおる訳あすなろ書房 児童読み物 8/下
141 コアラアラアラやってきて おおなり修司文/丸山誠司絵絵本館 児童読み物 8/16
142 そらの１００かいだてのいえ いわいとしお作・絵偕成社 児童読み物 8/8
143 幽霊ランナー 岡田潤作 金の星社 児童読み物 8/下
144 サンカクさん マック・バーネット文/ジョン・クラッセン絵/長谷川義史訳クレヨンハウス 児童読み物 8/21
145 涙倉の夢 柏葉幸子作/小林系絵講談社 児童読み物 8/8
146 あそぶ！ ジェズ・オールバラ作・絵徳間書店 児童読み物 8/9
147 ホッキョクグマと单極のペンギン ジーン・ウィリス文/ジャーヴィス絵ＢＬ出版 児童読み物 8/1
148 わたし　おべんきょうするの 角野栄子文/吉田尚令絵文溪堂 児童読み物 8/中
149 あいたくなっちまったよ （ ポプラ社の絵本） きむらゆういち作/竹内通雅絵ポプラ社 児童読み物 8/3
150 ねずみくんとビムくん （ ねずみくんの絵本３４） なかえよしを作/上野紀子絵ポプラ社 児童読み物 8/7
151 もしきみが月だったら ローラ・パーディ・サラス文/ジェイミー・キム絵/木坂涼訳光村教育図書 児童読み物 8/下
152 日本の手仕事１　大工さん・すし職人さんほか（ 全４巻 ） 遠藤ケイ著 汐文社 児童ノンフィクション8/下
153 日本の手仕事２　下駄職人さん・鋳物師さんほか（ 全４巻 ） 遠藤ケイ著 汐文社 児童ノンフィクション8/下
154 「あかつき」一番星のなぞにせまれ 山下美樹文/中村正人監修/佐藤毅彦監修文溪堂 児童ノンフィクション9/上
155 毒をもつ生き物たち （ 楽しい調べ学習シリーズ） 船山信次監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション8/21
156 カレーの教科書 （ 調べる学習百科） 石倉ヒロユキ編/シャンカール・ノグチ監修岩崎書店 児童ノンフィクション8/21
157 ６この点　点字を発明したルイ・ブライユのおはなし ジェン・ブライアント文/ボリス・クリコフ絵/日当陽子訳岩崎書店 児童ノンフィクション 8/9
158 サファリ 松岡たつひで作・絵金の星社 児童ノンフィクション8/24
159 絵本　眠れなくなる宇宙といのちのはなし（ 講談社の創作絵本） 佐藤勝彦作/長崎訓子絵講談社 児童ノンフィクション8/23
160 介護というお仕事 （ 世の中への扉） 小山朝子著 講談社 児童ノンフィクション8/30
161 目でみる地下の図鑑 こどもくらぶ編 東京書籍 児童ノンフィクション 8/1
162 生き物のかたちと動きに学ぶテクノロジー（仮）（ 楽しい調べ学習シリーズ） 石田秀輝監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション8/21
163 世界のしくみまるわかり図鑑 リチャード・プラット著/ジェイムズ・ブラウン画/三枝小夜子訳柏書房 ヤングアダルト 8/10
164 恋する熱気球 梨屋アリエ著 講談社 ヤングアダルト 8/1
165 ぼくがテロリストをやめたわけ。 永井陽右著 合同出版 ヤングアダルト 8/下
166 ナイスキャッチ！２ 横沢彰著
 新日本出版社 ヤングアダルト 8/24
167 君の知らない方程式　ＢＩＳビブリオバトル部                                                                                                                                山本弘著 東京創元社 ヤングアダルト 8/18
168 わたしがいどんだ戦い１９３９年 ※２０１６年シュナイダー・ファミリーブック賞受賞作品キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー著/大作道子訳評論社 ヤングアダルト 8/下
169 ぼくとあいつと瀕死の彼女 ジェス・アンドルーズ著/金原瑞人訳ポプラ社 ヤングアダルト 8/10
170 ファニー　１３歳の指揮官 ファニー・ベン＝アミ著/ガリラ・ロンフェデル・アミット編/伏見操訳岩波書店 ヤングアダルト 8/3
171 地球環境問題がよくわかる本 浦野紘平著/浦野真弥著オーム社 ヤングアダルト 8/下
172 理科準備室のヴィーナス 戸森しるこ著 講談社 ヤングアダルト 8/23
173 マーシャの日記　ホロコーストを生きのびた少女 マリア・ロニカイテ著/清水陽子訳新日本出版社 ヤングアダルト 8/22
174 かえたい二人（仮） 令丈ヒロ子著 ＰＨＰ研究所 ヤングアダルト 8/21
175 ぼくらはその日まで 小嶋陽太郎著 ポプラ社 ヤングアダルト 8/2
176 スカートはかなきゃダメですか？ （ 世界をカエル　１０代からの羅針盤） 名取寛人著 理論社 ヤングアダルト 8/18


