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1 奪うは我なり　朝倉義景 吉川永青著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 4/25
2 明日への一歩 津村節子著 河出書房新社 日本文芸書 4/10
3 さざなみのよる 木皿泉著 河出書房新社 日本文芸書 4/18
4 葬偽屋に涙はいらない 森晶麿著 河出書房新社 日本文芸書 4/20
5 地球にちりばめられて 多和田葉子著 講談社 日本文芸書 4/24
6 法廷弁論 加茂隆康著 講談社 日本文芸書 4/17
7 ヘイ・ジュード　東京バンドワゴン 小路幸也著 集英社 日本文芸書 4/26
8 放課後ひとり同盟 小嶋陽太郎著 集英社 日本文芸書 4/26
9 あの人とあの本の話 瀧井朝世著 小学館 日本文芸書 4/25

10 ギロチンハウス 大石直紀著 小学館 日本文芸書 4/16
11 Ｔｅａｍ３８３ 中澤日菜子著 新潮社 日本文芸書 4/26
12 １００歳の１００の知恵（仮） 吉沢久子著 中央公論新社 日本文芸書 4/19
13 みなさんの爆弾 朝比奈あすか著 中央公論新社 日本文芸書 4/19
14 宇喜多の楽土 木下昌輝著 文藝春秋 日本文芸書 4/24
15 バビロンの階段 蜂須賀敬明著 文藝春秋 日本文芸書 4/23
16 あやかし草紙 三島屋変調百物語　伍之続 宮部みゆき著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 4/19
17 砂の家（仮） 堂場瞬一著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 4/25
18 つながりの蔵 椰月美智子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 4/25
19 あの夏、二人のルカ 誉田哲也著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 4/25
20 泣きかたを忘れていた 落合恵子著 河出書房新社 日本文芸書 4/16
21 バルス 楡周平著 講談社 日本文芸書 4/17
22 法医昆虫学捜査官６ 川瀬七緒著 講談社 日本文芸書 4/24
23 日の出 佐川光晴著 集英社 日本文芸書 5/2
24 ペインレス　上 天童荒太著 新潮社 日本文芸書 4/20
25 ペインレス　下 天童荒太著 新潮社 日本文芸書 4/20
26 傍流の記者 本城雅人著 新潮社 日本文芸書 4/26
27 三千円の使いかた 原田ひ香著 中央公論新社 日本文芸書 4/19
28 小萩のかんざし　いとま申して３ 北村薫著 文藝春秋 日本文芸書 4/4
29 魂の秘境から 石牟礼道子著 朝日新聞出版 日本文芸書 4/18
30 終わりと始まり２．０ 池澤夏樹著 朝日新聞出版 日本文芸書 4/6
31 ぼくときみの半径だけに届く魔法 七月隆文著 幻冬舎 日本文芸書 4/3
32 隠蔽人類の発見と殺人（仮） 鳥飼否宇著 光文社 日本文芸書 4/20
33 ウェンディのあやまち 美輪和音著 光文社 日本文芸書 4/20
34 二人の推理は夢見がち 青柳碧人著 光文社 日本文芸書 4/20
35 ひと 小野寺史宜著 祥伝社 日本文芸書 4/20
36 平凡な革命家の食卓 樋口有介著 祥伝社 日本文芸書 4/20
37 猫の提灯 南伸坊著 東京書籍 日本文芸書 5/
38 キネマトグラフィカ 古内一絵著 東京創元社 日本文芸書 4/26
39 ドロシイ殺し （ 創元クライム・クラブ） 小林泰三著 東京創元社 日本文芸書 4/26
40 ステイ・ゴールド 池田久輝著 双葉社 日本文芸書 4/17
41 碧と花電車の街 麻宮ゆり子著 双葉社 日本文芸書 4/17
42 いずれの日にか国に帰らん 安野光雅著 山川出版社 日本文芸書 4/26
43 食堂メッシタ 山口恵以子著 角川春樹事務所日本文芸書 4/中
44 じっと手を見る 窪美澄著 幻冬舎 日本文芸書 4/3
45 白い戦場 柴田よしき著 光文社 日本文芸書 4/
46 探偵は推理をしない（仮） 山本幸久著 光文社 日本文芸書 4/
47 バッグをザックに持ち替えて 唯川恵著 光文社 日本文芸書 4/20
48 向こう側の、ヨーコ 真梨幸子著 光文社 日本文芸書 4/20
49 ５時過ぎランチ 羽田圭介著 実業之日本社 日本文芸書 4/
50 デートクレンジング 柚木麻子著 祥伝社 日本文芸書 4/20
51 黙過 下村敦史著 徳間書店 日本文芸書 4/21
52 にゃん！　鈴江藩江戸屋敷見聞帳 あさのあつこ著 白泉社 日本文芸書 4/20
53 カットバック　警視庁ＦＣ２ 今野敏著 毎日新聞出版 日本文芸書 4/16
54 ラヴェルスタイン（仮） ソール・ベロー著/鈴木元子訳彩流社 外国文芸書 4/11
55 新しい道へ （ ナポリの物語２） エレナ・フェッランテ著/飯田亮介訳早川書房 外国文芸書 5/1
56 ４歳の僕はこうしてアウシュヴィッツから生還した マイケル・ボーンスタイン著/デビー・ボーンスタイン・ホリンスタート著/森内薫訳ＮＨＫ出版 外国文芸書 4/27
57 ３８歳からはじめたい　リカバリー美容事典 吉木伸子監修/中村格子監修/田中マナ監修朝日新聞出版 くらしの実用書 4/4
58 女子栄養大学の発酵食 五明紀春監修 エクスナレッジくらしの実用書 4/27
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59 グレイヘアという選択 主婦の友社編 主婦の友社 くらしの実用書 4/2
60 どんでん返しのバッグ 高見直子著 日本ヴォーグ社くらしの実用書 4/16
61 伝えていきたい　わが家の保存食レシピ 石原洋子監修 朝日新聞出版 くらしの実用書 4/4
62 うまい！　味が決まる！　みそ・塩・しょうゆのシンプルおかず武蔵裕子著/小林ま 家の光協会 くらしの実用書 4/26
63 野菜と果物のゼリー　果汁、果肉を詰め込んで。 袴田尚弥著 グラフィック社くらしの実用書 4/6
64 オヤジの着こなしルール 本江浩二著 世界文化社 くらしの実用書 4/10
65 知らないと損をする最新配偶者控除「つまりいくらまで働ける？」が分かる本　　　　　　　　　　「つまりいくらまで働ける？」が分かる本梅本正樹著 秀和システム ビジネス・くらしの経済4/上
66 ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が会社の人間関係・報連相で困らないための本　林寧哲監修 翔泳社 ビジネス・くらしの経済4/16
67 健康の経済学 康永秀生著 中央経済社 ビジネス・くらしの経済4/上
68 おひとりさまの「シニア金融」 岡内幸策著 日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済4/18
69 家づくりの楽しい教科書 エクスナレッジすまい・住宅・建築4/16
70 名建築は体験が９割 ロバート・マッカーター著エクスナレッジすまい・住宅・建築4/25
71 おいしい彩り野菜のつくりかた　７色で選ぶ128種 農文協編 藤目幸擴監修農山漁村文化協会すまい・住宅・建築4/13
72 家庭で楽しむ芝庭づくり ブティック社 すまい・住宅・建築4/3
73 「大人のＡＤＨＤ」のための片づけ力（ 健康ライブラリー） 司馬理英子監修 講談社 健康と家庭の医学4/9
74 自分で治す！下肢静脈瘤 岩井武尚著 洋泉社 健康と家庭の医学4/10
75 保育をゆたかに　絵本でコミュニケーション 村中李衣著 かもがわ出版 教育と福祉 4/上
76 認知症の人と家族をささえる　サービス・しくみ全ガイド田中元著 自由国民社 教育と福祉 4/18
77 発達障害の子を育てる時に迷ったら開く事典 鈴木慶太著/飯島さなえ著大和書房 教育と福祉 4/中
78 オールカラー写真でわかる移乗・移動ケア 田中義行監修 ナツメ社 教育と福祉 4/中
79 相続のプロが教える　遺言書の書き方　もめるケース４０選＆文例集西内聖監修/小関勝紀監修講談社 くらしの法律 4/8
80 図解で早わかり民法改正対応！　最新　土地・建物の法律と手続き松岡慶子監修 三修社 くらしの法律 4/20
81 すぐに役立つ最新入門図解　内容証明郵便・公正証書・支払督促の作成法松岡慶子監修 三修社 くらしの法律 4/20
82 ９条誕生　平和国家はこうして生まれた 塩田純著 岩波書店 歴史と紀行 4/26
83 幕末・明治　偉人たちの「定年後」19人の晩年から学ぶ人生の仕上げ方　　　　　　　　　　　19人の晩年から学ぶ人生の仕上げ方河合敦著 ＷＡＶＥ出版 歴史と紀行 4/10
84 日本鉄道事始め　１５０年の旅路　ニッポンに蒸気機関車が走った日高橋国吉編著/ＮＨＫ「ニッポンに蒸気機関車が走った日」制作班編著ＮＨＫ出版 歴史と紀行 4/13
85 かくれキリシタン　長崎・五島・平戸・天草をめぐる旅（ とんぼの本 ） 後藤真樹著 新潮社 歴史と紀行 4/24
86 伊能忠敬　没後２００年記念 （ 別冊太陽日本のこころ２６１） 星埜由尚監修 平凡社 歴史と紀行 4/24
87 国宝の解剖図鑑（仮） 佐藤晃子著 エクスナレッジ日本の文化 4/20
88 手しごとのはなし 阿部了写真/阿部直美文河出書房新社 日本の文化 4/10
89 古事記の謎をひもとく 谷口雅博著 弘文堂 日本の文化 4/2
90 海賊の文化誌 （ 朝日選書 ） 海野弘著 朝日新聞出版 世界の文化 4/6
91 カラスの文化史 松原始監修 エクスナレッジ世界の文化 4/25
92 ニシンの歴史 （ 「食」の図書館） キャシー・ハント著/龍和子訳原書房 世界の文化 4/24
93 深刻化する「空き家」問題 全国市町村調査からみる現状と対策　　　　　　　　　　　　全国市町村調査からみる現状と対策日本弁護士連合会法律サービス展開本部自治体等連携センター著/日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会著明石書店 現代社会 4/1
94 進歩（プログレス）　人類の未来が明るい１０の理由 ヨハン・ノーバー 晶文社 現代社会 4/20
95 サイバー・エフェクト　子どもがネットに壊される メアリー・エイケン著/小林啓倫訳ダイヤモンド社現代社会 4/11
96 発達障害を生きる ＮＨＫスペシャル取材班著集英社 現代社会 4/24
97 遅刻してくれて、ありがとう　上 トーマス・フリードマン著/伏見威蕃訳日本経済新聞出版社現代社会 4/24
98 遅刻してくれて、ありがとう　下 トーマス・フリードマン著/伏見威蕃訳日本経済新聞出版社現代社会 4/24
99 災害ボランティア入門 山本克彦編著 ミネルヴァ書房現代社会 4/1

100 デジタル顕微鏡で楽しむ！　ミクロワールド美術館 池田圭一著 技術評論社 サイエンス 4/11
101 昆虫学者はやめられない 小松貴著 新潮社 サイエンス 4/24
102 知の果てへの旅 （ 新潮クレスト・ブックス） マーカス・デュ・ソートイ著/冨永星訳新潮社 サイエンス 4/24
103 タツノオトシゴ図鑑 サラ・ローリー著/曽我部篤訳丸善出版 サイエンス 4/中
104 学ぶ脳　ぼんやりにこそ意味がある（ 岩波科学ライブラリー２７２） 虫明元著 岩波書店 サイエンス 4/5
105 チューリングの考えるキカイ人工知能の父に学ぶ、コンピュータサイエンスの基礎阿部彩芽著/笠井琢美著技術評論社 テクノロジー 4/27
106 身近なモチーフで始める　水彩画（ はじめての描き方教室） 堀川理万子著 誠文堂新光社 芸術・スポーツ 4/16
107 流出した日本美術の至宝 （ 筑摩選書 ） 中野明著 筑摩書房 芸術・スポーツ 4/12
108 もっと知りたい文人画　大雅・蕪村と文人画の巨匠たち黒田泰三著 東京美術 芸術・スポーツ 4/11
109 文芸翻訳教室 越前敏弥著 研究社 ライブラリアン 4/18
110 学校図書館サービス論 小川三和子著 青弓社 ライブラリアン 4/6
111 公共図書館の冒険　未来につながるヒストリー 柳与志夫編/田村俊作編みすず書房 ライブラリアン 4/16
112 ホットケーキのおうさま 二宮由紀子作/朝倉世界一絵ＷＡＶＥ出版 児童読み物 4/23
113 消えた時間割 （ ジュニア文学館） 西村友里作/大庭賢哉絵学研プラス 児童読み物 4/24
114 いっしょにおいでよ ホリー・Ｍ・マギー文/パスカル・ルメートル絵/なかがわちひろ訳廣済堂あかつき児童読み物 4/17
115 いっぺん　やって　みたかってん（ 講談社の創作絵本 第３９回講談社絵本新人賞受賞作品） はっとりひろき作・絵講談社 児童読み物 4/10
116 ソラタとヒナタ　ともだちのつくりかた（ わくわくライブラリー） かんのゆうこ作/くまあやこ絵講談社 児童読み物 4/3
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117 さくらのカルテ 中澤晶子編/ささめやゆき絵汐文社 児童読み物 4/下
118 このねこ、うちのねこ！ ヴァージニア・カール作・絵/こだまともこ訳徳間書店 児童読み物 4/12
119 ノラネコぐんだんと海の果ての怪物（ コドモエのほん） 工藤ノリコ作・絵 白泉社 児童読み物 4/26
120 せかいでさいしょのポテトチップス アン・ロナウド文/フェリシータ・サラ絵/千葉茂樹訳ＢＬ出版 児童読み物 4/27
121 スムート　かたやぶりなかげのおはなし ミシェル・クエ ＢＬ出版 児童読み物 4/27
122 おんなじほしをみつめて ペイジ・ブリット フレーベル館 児童読み物 4/12
123 まかせて！母ちゃん！！ くすのきしげのり作/小泉るみ子絵文溪堂 児童読み物 4/中
124 せかいかえるかいぎ （ ポプラ社の絵本） 近藤薫美子作・絵 ポプラ社 児童読み物 4/13
125 ちっちゃいおおきいおんなのこ クレア・キーン作/なかがわちひろ訳ほるぷ出版 児童読み物 4/20
126 まんまるだあれ 今森光彦文・切り絵 アリス館 児童読み物 4/20
127 とびますよ 内田麟太郎作/にしむらあつこ絵アリス館 児童読み物 4/20
128 ずっと　エリとバロンのものがたり ケイト・クライス文/Ｍ・サラ・クライス絵/なかがわちひろ訳ＷＡＶＥ出版 児童読み物 4/26
129 はしれ　はるのゆきうさぎ 手島圭三郎作・絵 絵本塾出版 児童読み物 4/20
130 ぼくが見たお父さんのはじめてのなみだ（ おはなしみーつけた！シリーズ） そうまこうへい作/石川えりこ絵佼成出版社 児童読み物 4/18
131 ようかいしりとり おくはらゆめ作・絵 こぐま社 児童読み物 5/上
132 だいすきだよ （ たんぽぽえほんシリーズ） 間部香代作/ひろかわさえこ絵鈴木出版 児童読み物 4/12
133 水色の不思議 斉藤洋作 森田みちよ絵静山社 児童読み物 4/11
134 なくのかな （ 童心社のおはなしえほん） 内田麟太郎作/大島妙子絵童心社 児童読み物 4/20
135 コクルおばあさんとねこ フィリパ・ピアス作/アントニー・メイトランド絵/前田三恵子訳徳間書店 児童読み物 4/12
136 もぐらのモリスさん　おうちにかえりたい！ ジャーヴィス作・絵/青山南訳ＢＬ出版 児童読み物 4/20
137 弱小ＦＣのきせき　幽霊王とキツネの大作戦（ 児童図書館・文学の部屋） マイケル・モーパーゴ著/マイケル・フォアマン絵評論社 児童読み物 4/20
138 たぬきのおやき （ 日本傑作絵本シリーズ） 井出幸子文/菊池日出夫絵福音館書店 児童読み物 4/4
139 うまはかける 内田麟太郎作/山村浩二絵文溪堂 児童読み物 4/中
140 まんがでわかる！強くなる将棋 羽生善治監修/湯川博士執筆学研プラス 児童ノンフィクション4/3
141 コンピューターってどんなしくみ？（ 子供の科学★ミライサイエンス） 村井純監修/佐藤雅明監修誠文堂新光社 児童ノンフィクション4/20
142 プログラミングでなにができる？（ 子供の科学★ミライサイエンス） 杉浦学著/阿部和広監修誠文堂新光社 児童ノンフィクション5/8
143 うんこ図鑑　調べる・くらべる・おぼえるチカラが身につく！荒俣宏監修/いとうみつる絵/内山大助絵日本図書センター児童ノンフィクション4/27
144 ぶどう畑でみる夢は　こころみ学園の子どもたち 小手鞠るい著 原書房 児童ノンフィクション4/12
145 はじめよう！たのしいギター　ｆｏｒ　ＫＩＤＳ 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児童ノンフィクション4/上
146 世界の科学者まるわかり図鑑 藤嶋昭監修 学研プラス 児童ノンフィクション4/10
147 よくわかる銀行　仕事の内容から社会とのかかわりまで（ 楽しい調べ学習シリーズ） 戸谷圭子監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション4/18
148 岩合光昭の日本犬図鑑 岩合光昭著 文溪堂 児童ノンフィクション5/中
149 みぢかな樹木のえほん 国土緑化推進機構編/平田美紗子絵ポプラ社 児童ノンフィクション4/13
150 緑の扉は夢の入口　第一の夢の扉 ケルスティン・ギア著/遠山明子訳東京創元社 ヤングアダルト 4/10
151 カーネーション・デイ ジョン・デヴィッド・アンダーソン著/久保陽子訳ほるぷ出版 ヤングアダルト 4/20
152 部活でスキルアップ！演劇上達バイブル 杉山純じ監修 メイツ出版 ヤングアダルト 4/27
153 世界を変えた５０人の女性科学者たち レイチェル・イグノトフスキー著/野中モモ訳創元社 ヤングアダルト 4/20
154 最強部活の作り方　名門２６校探訪 日比野恭三著 文藝春秋 ヤングアダルト 4/11
155 お探しの本は何ですか？ストーリーで学ぶ 図書館司書のお仕事（仮）（ ライブラリーぶっくす　　　      　  図書館司書のお仕事（仮）） 大橋崇行著/花里千 勉誠出版 ヤングアダルト 4/下


