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1 詩のきらめき 池澤夏樹著 岩波書店 日本文芸書 5/17
2 納得して死ぬという人間の努めについて 曽野綾子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 5/21
3 ニードルス 花村萬月著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 5/30
4 滅びの園 恒川光太郎著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 5/29
5 燃える水 河合莞爾著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 5/28
6 選んだ孤独はよい孤独 山内マリコ著 河出書房新社 日本文芸書 5/25
7 バットランド 山田正紀著 河出書房新社 日本文芸書 5/21
8 ポリフォニック・イリュージョン 飛浩隆著 河出書房新社 日本文芸書 5/21
9 首の鎖 宮西真冬著 講談社 日本文芸書 5/16

10 旅先のオバケ 椎名誠著 集英社 日本文芸書 6/5
11 チンギス紀　１　火眼 北方謙三著 集英社 日本文芸書 5/23
12 チンギス紀　２　鳴動 北方謙三著 集英社 日本文芸書 5/23
13 烏百花　蛍の章 ( 八咫烏外伝 ) 阿部智里著 文藝春秋 日本文芸書 5/7
14 短編集 堀江敏幸著 文藝春秋 日本文芸書 6/上
15 飛ぶ孔雀 山尾悠子著 文藝春秋 日本文芸書 5/9
16 恋の川、春の町 風野真知雄著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 5/30
17 青嵐の坂 葉室麟著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 5/29
18 長兵衛天眼帳 山本一力著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 5/29
19 ののはな通信 三浦しをん著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 5/24
20 平城京 安部龍太郎著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 5/29
21 瑕疵（カシ）借り 松岡圭祐著 講談社 日本文芸書 5/14
22 ＡＳＫ　トップタレントの「値段」 新堂冬樹著 集英社 日本文芸書 5/23
23 怪しくて妖しくて 阿刀田高著 集英社 日本文芸書 6/1
24 鏡じかけの夢 秋吉理香子著 新潮社 日本文芸書 5/18
25 炎の来歴 小手鞠るい著 新潮社 日本文芸書 5/18
26 元禄お犬姫 諸田玲子著 中央公論新社 日本文芸書 5/17
27 ファーストラヴ 島本理生著 文藝春秋 日本文芸書 5/29
28 ミルク・アンド・ハニー 村山由佳著 文藝春秋 日本文芸書 5/28
29 六月の雪 乃南アサ著 文藝春秋 日本文芸書 5/29
30 ありえないほどうるさいオルゴール店 瀧羽麻子著 幻冬舎 日本文芸書 5/8
31 本懐、なるやならずや（仮） 上田秀人著 光文社 日本文芸書 5/16
32 名探偵誕生 似鳥鶏著 実業之日本社 日本文芸書 5/31
33 おなかがすいたハラペコだ。２　おかわりもういっぱい 椎名誠著 新日本出版社 日本文芸書 5/28
34 紐結びの魔道師１　赤銅の魔女 乾石智子著 東京創元社 日本文芸書 5/29
35 福家警部補の考察 大倉崇裕著 東京創元社 日本文芸書 5/18
36 工作艦間宮の戦争　新・航空宇宙軍史 谷甲州著 早川書房 日本文芸書 5/16
37 とりあえずウミガメのスープを仕込もう 宮下奈都著 扶桑社 日本文芸書 5/23
38 若旦那のひざまくら 坂井希久子著 双葉社 日本文芸書 5/15
39 光の中の闇　石牟礼道子エッセイ集　第2巻 石牟礼道子著 平凡社 日本文芸書 6/上
40 やっぱり食べに行こう。 原田マハ著 毎日新聞出版 日本文芸書 5/21
41 わたしの本の空白は 近藤史恵著 角川春樹事務所 日本文芸書 5/11
42 大河は眠らない 吉田修一著 幻冬舎 日本文芸書 6/中
43 天雲、奔る（仮） あさのあつこ著 光文社 日本文芸書 5/16
44 新撰組の料理人（仮） 門井慶喜著 光文社 日本文芸書 5/16
45 蕎麦、食べていけ！ 江上剛著 光文社 日本文芸書 5/16
46 無暁の鈴（仮） 西條奈加著 光文社 日本文芸書 5/16
47 ロンリネス 桐野夏生著 光文社 日本文芸書 5/30
48 君がいた夏は 柴田よしき著 実業之日本社 日本文芸書 5/17
49 爆身 大沢在昌著 徳間書店 日本文芸書 5/15
50 婚活食堂 山口恵以子著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 5/22
51 未来 湊かなえ著 双葉社 日本文芸書 5/18
52 役に立たない人生相談２　好きなようにやればいい。 佐藤愛子著 ポプラ社 日本文芸書 5/16
53 その話は今日はやめておきましょう 井上荒野著 毎日新聞出版 日本文芸書 5/16
54 ヴェネツィアの出版人 ハビエル・アスペイティア著 八重樫克彦訳 八重樫由貴子訳作品社 外国文芸書 5/中
55 影の子 ( ハヤカワ・ミステリ) ※英国推理作家協会賞ヒストリカル・ダガー賞受賞作品) デイヴィッド・ヤング著 北野寿美枝訳早川書房 外国文芸書 5/1
56 白墨人形（仮） Ｃ・Ｊ・チューダー著 中谷友紀子訳文藝春秋 外国文芸書 5/24
57 憂鬱な１０か月 ( 新潮クレストブックス) イアン・マキューアン著 村松潔訳新潮社 外国文芸書 5/29
58 贋作 ドミニク・スミス著 茂木健訳東京創元社 外国文芸書 5/9
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59 奥のほそ道 ※2014年度ブッカー賞受賞作品リチャード・フラナガン著 渡辺佐智江訳白水社 外国文芸書 5/25
60 アジアの麺 ワタナベマキ著 主婦と生活社 くらしの実用書 5/30
61 浸して漬けて「作りおき」 今泉久美著 文化出版局 くらしの実用書 5/31
62 冷凍フルーツのひんやりスイーツ あまこようこ著 主婦の友社 くらしの実用書 5/25
63 薬草のちから　野山に眠る、生命の癒し 新田理恵著 晶文社 くらしの実用書 5/24
64 絵でみてわかる　家庭でできる修理ＢＯＯＫ 西沢正和監修 ＰＨＰ研究所 くらしの実用書 5/18
65 赤ちゃんに作ってあげたいスタイとブルマ ブティック社 くらしの実用書 5/22
66 有元葉子の「下ごしらえ力」 有元葉子著 文化出版局 くらしの実用書 6/上
67 しくみ図解　物流が一番わかる 齋藤正宏著 技術評論社 ビジネス・くらしの経済5/11
68 これからの発達障害者「雇用」 木津谷岳著 小学館 ビジネス・くらしの経済5/16
69 経営者 永野健二著 新潮社 ビジネス・くらしの経済5/29
70 図解　募集から内定までの採用マニュアル 本田和盛著 成美堂出版 ビジネス・くらしの経済6/上
71 助けて！パソコンが難しいの（仮） 市川洋子監修 みやしたゆきこ著日経ＢＰマーケティング ビジネス・くらしの経済5/16
72 農薬に頼らずつくる　虫といっしょに家庭菜園 小川幸夫著 家の光協会 すまい・住宅・建築5/26
73 建築家の解剖図鑑 エクスナレッジ すまい・住宅・建築5/29
74 シニアのためのバラ栽培～１５の知恵 高木絢子著 ＮＨＫ出版 すまい・住宅・建築5/16
75 新・種苗読本 日本種苗協会著 農山漁村文化協会 すまい・住宅・建築5/10
76 ７０歳になったら気をつけたい病気の本（仮） 医療健康編集部編 朝日新聞出版 健康と家庭の医学5/17
77 コレステロール値・中性脂肪値を改善させる！脂質異常症がよくわかる本　 ( 健康ライブラリーイラスト版) 寺本民生監修 講談社 健康と家庭の医学5/15
78 「便」の悩みをスッキリ解決する本 ( ＮＨＫきょうの健康) 「きょうの健康」番組制作班編 主婦と生活社ライフ・プラス編集部編主婦と生活社 健康と家庭の医学5/18
79 リンパ浮腫　保存療法から外科療法まで 廣田彰男監修 原田尚子監修 三原誠監修主婦の友社 健康と家庭の医学5/21
80 自分で強化する！腎機能 川村哲也監修 川畑奈緒献立指導洋泉社 健康と家庭の医学5/30
81 砂・泥あそび　雨の日あそび　水あそび　プールあそび　アイデア１０１ ( Ｇａｋｋｅｎ保育Ｂｏｏｋｓ) 阿部直美著 浅野ななみ著学研プラス 教育と福祉 5/9
82 図解　介護保険のしくみと使い方がわかる本 ( 介護ライブラリー) 服部万里子監修 講談社 教育と福祉 5/29
83 子どものマナー便利帳 西出ひろ子著 青春出版社 教育と福祉 5/18
84 手話の歴史　上　ろう者が手話を生み、奪われ、取り戻すまで ハーラン・レイン原著 前田浩監修 斉藤渡訳築地書館 教育と福祉 5/31
85 手話の歴史　下　ろう者が手話を生み、奪われ、取り戻すまで ハーラン・レイン原著 前田浩監修 斉藤渡訳築地書館 教育と福祉 5/31
86 実務解説　地方自治法 松村享著 ぎょうせい くらしの法律 5/下
87 事業者必携　入門図解　民泊ビジネス開業のための住宅宿泊事業法と旅館業法のしくみと申請手続き 服部真和監修 三修社 くらしの法律 5/21
88 ラーメンの歴史学 ※ソフィー・コウ賞受賞作品バラク・クシュナー著明石書店 歴史と紀行 6/上
89 歴史は実験できるのか　自然実験が解き明かす人類史 ジャレド・ダイアモンド著 ジェイムズ・Ａ・ロビンソン編著 小坂恵理訳慶應義塾大学出版会 歴史と紀行 6/上
90 消された信仰 ※第24回小学館ノンフィクション大賞受賞作品広野真嗣著 小学館 歴史と紀行 5/30
91 幕末維新改メ 中村彰彦著 晶文社 歴史と紀行 5/24
92 近代日本の旅行案内書図録 荒山正彦著 創元社 歴史と紀行 5/23
93 花殺し月の殺人 ( ハヤカワ・ノンフィクション) デイヴィッド・グラン著 倉田真木訳早川書房 歴史と紀行 5/16
94 祇園祭　その魅力のすべて ( とんぼの本 ) アリカ編 新潮社編 新潮社 日本の文化 5/29
95 子どもの着物大全 似内恵子著 誠文堂新光社 日本の文化 5/1
96 日本の星名事典 北尾浩一著 原書房 日本の文化 5/24
97 日本の文化財　修理・保存・理念と実践 池田寿著 勉誠出版 日本の文化 5/
98 ４７都道府県　国宝・重要文化財百科 森本和男著 丸善出版 日本の文化 5/
99 日本の洋食　洋食から紐解く日本の歴史と文化 ( シリーズ・ニッポン再発見) 青木ゆり子著 ミネルヴァ書房 日本の文化 5/1

100 図説　古代文字 ( ふくろうの本/世界の文化) 大城道則編 河出書房新社 世界の文化 5/18
101 坐の文明論 矢田部英正著 晶文社 世界の文化 6/上
102 カラー写真で知る　水族館の文化史 溝井裕一著 勉誠出版 世界の文化 5/
103 フードバンクの研究 佐藤順子編著 明石書店 現代社会 5/31
104 炎上と口コミの経済学 山口真一著 朝日新聞出版 現代社会 6/中
105 エネルギーと環境問題の疑問５５ ( みんなが知りたいシリーズ) 刑部真弘著 成山堂書店 現代社会 5/中
106 窃盗症　クレプトマニア　その理解と支援 竹村道夫編 吉岡隆編中央法規出版 現代社会 5/14
107 世界の難民をたすける３０の方法 滝澤三郎編著 合同出版 現代社会 5/下
108 認知症を堂々と生きる　終末期医療・介護の現場から 宮本礼子著 武田純子著中央公論新社 現代社会 5/9
109 世界を変えた１５の密約 ジャック・ペレッティ著 関美和訳文藝春秋 現代社会 5/28
110 海の世界地図 ( 世界地図シリーズ) Ｄｏｎ Hinrichsen原作 こどもくらぶ訳丸善出版 現代社会 5/下
111 無限 ( 岩波科学ライブラリー) イアン・スチュアート著 川辺治之訳岩波書店 サイエンス 5/18
112 NHKスペシャル 人類誕生　大逆転！奇跡の人類史　　 馬場悠男監修 ＮＨＫスペシャル「人類誕生」制作班編ＮＨＫ出版 サイエンス 5/25
113 タイムトラベル　時間の歴史（仮） ジェイムズ・グリック著 夏目大訳柏書房 サイエンス 6/中
114 絵でわかる地球温暖化 渡部雅浩著 講談社 サイエンス 6/中
115 人体　神秘の巨大ネットワーク３　ＮＨＫスペシャル ＮＨＫスペシャル「人体」取材班編東京書籍 サイエンス 6/8
116 昆虫のすごい世界 ( 別冊太陽/日本のこころ２６２) 別冊太陽編集部編 平凡社 サイエンス 5/28
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117 ロケットガールの誕生　コンピューターになった女性たち ナタリア・ホルト著 秋山文野訳地人書館 テクノロジー 6/中
118 コンピュータとは何か？ 中村克彦著 東京電機大学出版局 テクノロジー 5/20
119 最新図解　基礎からわかるコンクリート 水村俊幸著 速水洋志著 吉田勇人著 長谷川均著ナツメ社 テクノロジー 5/中
120 きちんと知りたい　においと臭気対策の基礎知識 光田恵編著 岩橋尊嗣著 棚村壽三著日刊工業新聞社 テクノロジー 5/28
121 楽しむ！極める！キャンプ　完全ガイド 木村東吉監修 西東社 芸術・スポーツ 5/下
122 もっと知りたい横山大観　生涯と作品 古田亮監修・著 鶴見香織著 勝山滋著東京美術 芸術・スポーツ 5/11
123 アンチ・ドーピング　手続きの基本から紛争まで 合田雄治郎編著 椿原直編著 飯田研吾編著 多賀啓編著同文舘出版 芸術・スポーツ 5/下
124 スポーツ栄養バイブル 鈴木志保子著 日本文芸社 芸術・スポーツ 6/中
125 もういちど訪ねる日本の美　上 小林忠監修 五味文彦監修 浅井和春監修 佐野みどり監修山川出版社 芸術・スポーツ 5/31
126 もういちど訪ねる日本の美　下 小林忠監修 五味文彦監修 浅井和春監修 佐野みどり監修山川出版社 芸術・スポーツ 5/31
127 必ず役立つマーチングハンドブック 山﨑昌平監修 日本マーチングバンド協会協力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 芸術・スポーツ 6/中
128 小学生のうちに読みたい物語　学校司書が選んだブックガイド 対馬初音編著 少年写真新聞社 ライブラリアン 5/24
129 世界図書館遺産　壮麗なるクラシックライブラリー２３選 ギヨーム・ド・ロビエ写真 ジャック・ボセ著 遠藤ゆかり訳創元社 ライブラリアン 5/18
130 絵を読み解く 絵本入門 藤本朝巳編著 生田美秋編著ミネルヴァ書房 ライブラリアン 5/11
131 ちゃめひめさまとあやしいたから たかどのほうこ作 佐竹美保絵あかね書房 児童読み物 5/上
132 ガラスのなかのくじら トロイ･ハウエル＆リチャード･ジョーンズ作・絵 椎名かおる訳あすなろ書房 児童読み物 5/下
133 まいごのねこ ダグ･カンツ＆エイミー･シュローズ作 スー･コーネリソン絵 野沢佳織訳岩崎書店 児童読み物 5/14
134 しんごうきょうだいのにちようび もとやすけいじ作・絵絵本塾出版 児童読み物 5/28
135 はるなつあきふゆの詩 ジュリー･フォリアーノ詩 ジュリー･モースタッド絵 石津ちひろ訳偕成社 児童読み物 5/22
136 もったいないばあさんの　おいしい　あいうえお（仮） ( 「もったいないばあさん」シリーズ) 真珠まりこ作・絵 講談社 児童読み物 5/15
137 ありがとう いもとようこ作・絵 至光社 児童読み物 6/10
138 おっちゃん山 椎名誠作 塚本やすし絵新日本出版社 児童読み物 5/28
139 めしくわぬにょうぼう ( おばけ・行事えほん) 常光徹文 飯野和好絵童心社 児童読み物 5/1
140 きのうをみつけたい！ アリソン・ジェイ作・絵 蜂飼耳訳徳間書店 児童読み物 5/15
141 アンデルセンのおはなし スティーブン・コリン英語訳 エドワード・アーディゾーニ絵 江國香織訳のら書店 児童読み物 5/18
142 七人のシメオン ( 世界のむかしばなし) 田中友子作 大畑いくの絵ＢＬ出版 児童読み物 5/29
143 とんがりぼうしの　オシップ　赤い糸のぼうけん アンネマリー・ファン・ハーリンゲン作・絵 野坂悦子訳ＢＬ出版 児童読み物 5/29
144 ふつうやない！　はなげばあちゃん ( 福音館創作童話シリーズ) 山田真奈未文・絵 福音館書店 児童読み物 5/9
145 よるのわがしやさん ( 「よるのおみせやさん」シリーズ) 穂高順也作 青山友美絵文溪堂 児童読み物 5/中
146 ぼくらは　いけのカエル ( はじめてであういきもの) まつおかたつひで作・絵ほるぷ出版 児童読み物 5/30
147 あのね　あのね えがしらみちこ作・絵あかね書房 児童読み物 5/下
148 ねるじかん 鈴木のりたけ作・絵 アリス館 児童読み物 5/31
149 ケンタウロスのポロス ロベルト・ピウミーニ作 長野徹訳岩波書店 児童読み物 5/17
150 ちょうちょのためにドアをあけよう ルース・クラウス文 モーリス・センダック絵 木坂涼訳岩波書店 児童読み物 5/17
151 つくえはつくえ 五味太郎作・絵 偕成社 児童読み物 5/21
152 おうち 中川ひろたか作 岡本よしろう絵金の星社 児童読み物 5/10
153 おしりどろぼう 陣崎草子作・絵 くもん出版 児童読み物 5/23
154 ぼく、おたまじゃくし？ 田島征三作・絵 佼成出版社 児童読み物 6/上
155 うさぎのマリーのフルーツパーラー ( わくわくライブラリー) 小手鞠るい作 永田萠絵講談社 児童読み物 5/22
156 ゲンちゃんはおサルじゃありません ( どうわがいっぱい) 阿部夏丸作 高畠那生絵講談社 児童読み物 5/30
157 体育館の日曜日　ペットショップへいくまえに ( 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 5/15
158 ふたごのカウボーイ フローレンス・ス 瑞雲舎 児童読み物 5/15
159 たなばたのねがいごと 村中李衣作 えがしらみちこ絵世界文化社 児童読み物 5/22
160 はりねずみのおいしゃさん ふくざわゆみこ作・絵世界文化社 児童読み物 5/22
161 そうべえときじむなー 田島征彦作・絵 童心社 児童読み物 5/25
162 あのくも　なあに？ 富安陽子文 山村浩二絵福音館書店 児童読み物 5/2
163 クマと少年 あべ弘士作・絵 ブロンズ新社 児童読み物 5/15
164 ホイホイとフムフム　たいへんなさんぽ マージョリー・ワインマン・シャーマット文 バーバラ・クーニー絵 福本友美子訳ほるぷ出版 児童読み物 5/24
165 もぐらはすごい アヤ井アキコ作・絵 川田伸一郎監修アリス館 児童ノンフィクション5/17
166 フェルムはまほうつかい 小学館 児童ノンフィクション5/28
167 統計ってなんの役に立つの？ ( 子供の科学★ミライサイエンスシリーズ) 涌井良幸著 誠文堂新光社 児童ノンフィクション5/22
168 ビジュアル日本の服装の歴史 ３ 明治時代～現代 ( 全３巻 ) 増田美子監修 難波知子著ゆまに書房 児童ノンフィクション5/30
169 目に見えない微生物の世界 ※ボローニャ・ラガッツィ優秀賞受賞作品   エレーヌ・ラッジカク著 ダミアン・ラヴェルダン著 日本微生物生態学会監修河出書房新社 児童ノンフィクション5/25
170 なぜこうなった？　あの絶景のひみつ 増田明代文・構成 山口耕生監修講談社 児童ノンフィクション5/15
171 虫のしわざ探偵団 新開孝写真・文 少年写真新聞社 児童ノンフィクション5/17
172 よくわかる大使館 ( 楽しい調べ学習シリーズ) 河東哲夫監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション5/22
173 もりのほうせき　ねんきん ( ふしぎいっぱい写真絵本) 新井文彦写真・文 ポプラ社 児童ノンフィクション5/11
174 北欧に学ぶ小さなフェミニストの本 サッサ・ブーレグレーン作 枇谷玲子訳岩崎書店 ヤングアダルト 5/18
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175 ギャングを抜けて。 僕は誰も殺さない 工藤律子著 篠田有史写真合同出版 ヤングアダルト 5/下
176 ねがいごと 田丸雅智著 廣嶋玲子著 吉野万里子著 楠木誠一郎著 河合二湖ほか著静山社 ヤングアダルト 5/16
177 技術と安定性を磨く！男子体操競技　上達のポイント５０ ( コツがわかる本) 畠田好章監修 メイツ出版 ヤングアダルト 5/11
178 疾風の女子マネ！ まはら三桃著 小学館 ヤングアダルト 5/30
179 魅了する科学実験２（仮） 早稲田大学本庄高等学院実験開発班著すばる舎 ヤングアダルト 5/16
180 どうして海のしごとは大事なの？ 大貫伸監修 「海のしごと」編集委員会編成山堂書店 ヤングアダルト 5/中
181 ドリーム・プロジェクト（仮） 濱野京子著 ＰＨＰ研究所 ヤングアダルト 5/22


