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1 生き残り 古処誠二著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 7/25

2 正義の申し子 染井為人著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 7/25

3 東遊記 武内涼著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 7/25

4 ギケイキ ２ 奈落への飛翔 町田康著 河出書房新社日本文芸書 7/17

5 神に守られた島 中脇初枝著 講談社 日本文芸書 7/10

6 蹴爪（ボラン） 水原涼著 講談社 日本文芸書 7/24

7 咲乱れ引廻しの花道 冲方丁著 講談社 日本文芸書 7/31

8 新・水滸後伝　上 田中芳樹著 講談社 日本文芸書 7/27

9 新・水滸後伝　下 田中芳樹著 講談社 日本文芸書 7/27

10 秒速１１・２キロの熱情 直原冬明著 講談社 日本文芸書 7/中

11 大人は泣かないと思っていた 寺地はるな著集英社 日本文芸書 7/24

12 公園へ行かないか？　火曜日に 柴崎友香著 新潮社 日本文芸書 7/27

13 七〇歳年下の君たちへ　こころが挫けそうになった日に 五木寛之著 新潮社 日本文芸書 7/26

14 ハレルヤ ※ ２０１8年度川端康成賞受賞作品「こことよそ」併録保坂和志著 新潮社 日本文芸書 7/27

15 文字渦 ※ ２０１７年度川端康成賞受賞作品円城塔著 新潮社 日本文芸書 7/27

16 任侠浴場 今野敏著 中央公論新社日本文芸書 7/19

17 絶対解答可能な理不尽すぎる謎 未須本有生著文藝春秋 日本文芸書 7/9

18 悪玉伝 朝井まかて著ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 7/25

19 スケルトン・キー 道尾秀介著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 7/25

20 咳をしても一人と一匹 群ようこ著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 7/25

21 ツキマトウ 真梨幸子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 7/25

22 しき 町屋良平著 河出書房新社日本文芸書 7/17

23 ブルーハワイ 青山七恵著 河出書房新社日本文芸書 7/18

24 美しい顔 ※ 第61回群像新人文学賞受賞作品北条裕子著 講談社 日本文芸書 8/上

25 襲来　上 帚木蓬生著 講談社 日本文芸書 7/24

26 襲来　下 帚木蓬生著 講談社 日本文芸書 7/24

27 焦土の刑事 堂場瞬一著 講談社 日本文芸書 7/17

28 鏡の背面 篠田節子著 集英社 日本文芸書 7/26

29 蝶のゆくへ 葉室麟著 集英社 日本文芸書 8/1

30 下町ロケット　ゴースト 池井戸潤著 小学館 日本文芸書 7/17

31 秘録　島原の乱 加藤廣著 新潮社 日本文芸書 7/18

32 ふたりぐらし 桜木紫乃著 新潮社 日本文芸書 7/27

33 むすびつき （ しゃばけシリーズ）畠中恵著 新潮社 日本文芸書 7/18

34 燃える波 村山由佳著 中央公論新社日本文芸書 7/5

35 赤い風 梶よう子著 文藝春秋 日本文芸書 7/10

36 送り火 高橋弘希著 文藝春秋 日本文芸書 7/12

37 彼女は頭が悪いから 姫野カオルコ著文藝春秋 日本文芸書 7/18

38 もう「はい」としか言えない 松尾スズキ著文藝春秋 日本文芸書 7/1

39 大友の聖将（ヘラクレス） 赤神諒著 角川春樹事務所日本文芸書 7/12
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40 パラレルワールド 小林泰三著 角川春樹事務所日本文芸書 7/12

41 引火点　組織犯罪対策部マネロン室 笹本稜平著 幻冬舎 日本文芸書 7/25

42 インジョーカー 深町秋生著 幻冬舎 日本文芸書 7/24

43 切なくそして幸せな、タピオカの夢 吉本ばなな著幻冬舎 日本文芸書 7/24

44 銀幕のメッセージ 鯨統一郎著 光文社 日本文芸書 7/18

45 この世界で君に逢いたい 藤岡陽子著 光文社 日本文芸書 7/18

46 ショコラティエ 藤野恵美著 光文社 日本文芸書 7/18

47 ぞぞのむこ ※ 第10回小説宝石新人賞受賞作品井上宮著 光文社 日本文芸書 7/18

48 ＩＳＯＲＯＫＵ　異聞・真珠湾攻撃 柴田哲孝著 祥伝社 日本文芸書 7/10

49 ミダスの河　名探偵・浅見光彦ＶＳ天才・天地龍之介 柄刀一著 祥伝社 日本文芸書 7/10

50 小説・曲直瀬道三（マナセドウサン）乱世を医やす人 山崎光夫著 東洋経済新報社日本文芸書 7/19

51 桜風堂ものがたり ２ 村山早紀著 ＰＨＰ研究所日本文芸書 7/31

52 夏空白花 須賀しのぶ著ポプラ社 日本文芸書 7/24

53 堕天使たちの夜会 福田和代著 朝日新聞出版日本文芸書 7/4

54 四十歳、未婚出産（仮） 垣谷美雨著 幻冬舎 日本文芸書 7/24

55 能面検事 中山七里著 光文社 日本文芸書 7/18

56 彼女の恐喝 藤田宜永著 実業之日本社日本文芸書 7/12

57 地に滾る あさのあつこ著祥伝社 日本文芸書 7/10

58 風下の朱 （ 三島由紀夫賞受賞作品「無限の玄」を併録）古谷田奈月著筑摩書房 日本文芸書 7/12

59 友を待つ 本城雅人著 東京創元社日本文芸書 7/18

60 一億円のさようなら 白石一文著 徳間書店 外国文芸書 7/21

61 マトリョーシカ・ブラッド 呉勝浩著 徳間書店 外国文芸書 7/21

62 世紀の小説　「レ・ミゼラブル」の誕生 デイヴィッド・ベロス著/立石光子訳白水社 外国文芸書 7/13

63 ぼくの兄の場合 （ エクス・リブリス）ウーヴェ・ティム著/松永美穂訳白水社 外国文芸書 7/13

64 七人のイヴ ２ （ 新☆ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ／全３巻）ニール・スティーヴンスン著/日暮雅通訳早川書房 外国文芸書 7/18

65 リンカーンとさまよえる霊魂たち ※ ２０１７年度ブッカー賞受賞作品ジョージ・ソーンダーズ著/上岡伸雄訳河出書房新社外国文芸書 7/18

66 セーヌ川の書店主 （ ）ニーナ・ゲオルゲ著/遠山明子訳集英社 外国文芸書 7/24

67 ガルヴェイアスの犬 ※ 新潮クレスト・ブックス ／2016年オセアノス賞受賞作品ジョゼ・ルイス・ペイショット著/木下眞穂訳新潮社 外国文芸書 7/27

68 世界一高価な切手の物語 ジェームズ・バロン著/高山祥子訳東京創元社外国文芸書 7/18

69 あなたを愛してから （ ハヤカワ・ミステリ）デニス・ルヘイン著/加賀山卓朗訳早川書房 外国文芸書 7/4

70 いちばんよくわかる　刺しゅうのきほん 日本アートクラフト協会監修池田書店 くらしの実用書7/20

71 ナンプラーがあればダシはいらない ワタナベマキ著グラフィック社くらしの実用書 7/9

72 野菜づかいの達人が教える野菜をシンプルにおいしく食べる方法（仮） 田代和久著 柴田書店 くらしの実用書 8/上

73 今さら聞けない手芸の基礎がよくわかる！はじめての子ども服 朝井牧子著 日東書院本社くらしの実用書7/24

74 ９７歳 梅干し名人　人生のいい塩梅 藤巻あつこ著ＰＨＰ研究所くらしの実用書7/18

75 カットクロスでつくる布こもの 文化出版局編文化出版局くらしの実用書7/12

76 かけるだけ、あえるだけ　醤の本　手作りがおいしい１６種 ワタナベマキ著家の光協会くらしの実用書8/15

77 絵封筒の描き方　絵てがみをもっと自由に楽しもう 吉水咲子著 誠文堂新光社くらしの実用書 7/9

78 なぜあの人のシャツはパリッとしているのか 読売新聞生活部著中央公論新社くらしの実用書 7/5
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79 １２か月のはり絵折り紙（仮） 朝日勇著 日貿出版社くらしの実用書7/23

80 １枚仕立てのはおりもの　春・夏・秋・冬 日本ヴォーグ社くらしの実用書7/26

81 家族がよろこぶ　ダンボール工作 ｐｉｋａ著 日本ヴォーグ社くらしの実用書7/20

82 感情の問題地図 関屋裕希著 技術評論社ビジネス・くらしの経済7/11

83 やさしい日本語とやさしい英語でおもてなし 藤田玲子著/加藤好崇著研究社 ビジネス・くらしの経済7/19

84 為替が動くと、世の中どうなる？ 角川総一著 すばる舎 ビジネス・くらしの経済7/23

85 これからはじめる在宅勤務制度 毎熊典子著 中央経済社ビジネス・くらしの経済7/13

86 収録を終えて、こんなことを考えた 村上龍著 日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済7/19

87 Q&A　雨仕舞のはなし（仮） 石川廣三著 彰国社 すまい・住宅・建築7/17

88 トコトンやさしいダムの本 （ 今日からモノ知りシリーズ）溝渕利明著 日刊工業新聞社すまい・住宅・建築7/24

89 がんになっても心配ありません がん研究会監修国書刊行会健康と家庭の医学7/下

90 最新医学図解　詳しくわかる脳梗塞の治療と安心生活 高木誠監修/四津良平監修主婦と生活社健康と家庭の医学7/20

91 皮膚の病気 （ よくわかる最新医学）清佳浩監修 主婦の友社健康と家庭の医学7/27

92 遺伝するがん・しないがん 仲田洋美著 法研 健康と家庭の医学7/17

93 摂食障害　身体にすり替えられたこころの痛み （ 思春期のこころと身体Ｑ＆A　３）深井善光著 ミネルヴァ書房健康と家庭の医学7/5

94 転倒予防のすべてがわかる本 （ 介護ライブラリー）松本健史著 講談社 教育と福祉 7/24

95 身近な人が障害をもったときの手続きのすべて 鈴木四季監修自由国民社教育と福祉 7/１

96 親が倒れたらあなたがしなければならないこと 大沢尚宏著 自由国民社教育と福祉 7/25

97 「あ～めんどくさい！」と思った時に読む　ママ友の距離感 西東桂子著 青春出版社教育と福祉 7/20

98 子どもと木であそぶ　樹木医が教える木あそびガイド 岩谷美苗著 東京書籍 教育と福祉 7/20

99 図解　２時間でわかる！はじめての家族信託 宮田浩志著 インプレスくらしの法律 7/31

100 入門図解　最新　交通事故の法律と損害賠償示談の疑問解決マニュアル 木島康雄監修三修社 くらしの法律 7/下

101 ウェブサイト・ブログ管理者のための著作権法 雪丸真吾編 中央経済社くらしの法律 8/上

102 よくわかる成年後見のしくみと利用法 しんきん成年後見サポート監修ナツメ社 くらしの法律 7/13

103 戦慄の記録　インパール ＮＨＫスペシャル取材班著岩波書店 歴史と紀行 7/27

104 遊廓に泊まる （ とんぼの本 ）関根虎洸著 新潮社 歴史と紀行 7/27

105 骨が語る兵士の最期　太平洋戦争・戦没者遺骨収集の真実（ 筑摩選書 ）楢崎修一郎著筑摩書房 歴史と紀行 7/12

106 世界から消えた５０の国　１８４０－１９７０年 ビョルン・ベルジ著/角敦子訳原書房 歴史と紀行 7/10

107 建物が語る日本の歴史 海野聡著 吉川弘文館歴史と紀行 7/下

108 神田松之丞の講談入門 神田松之丞著河出書房新社日本の文化 7/19

109 くらべる日本　東西南北 おかべたかし文/山出高士写真東京書籍 日本の文化 7/27

110 幽霊画と冥界　あやかしの世界 （ 別冊太陽　日本のこころ２６４）安村敏信著 平凡社 日本の文化 7/24

111 女のことば　男のことば 小林祥次郎著勉誠出版 日本の文化 7/上

112 ジオパークと伝説 花部英雄編 三弥井書店日本の文化 7/5

113 ビジュアル版　世界植物探検の歴史 キャロリン・フライ著/甲斐理恵子訳原書房 世界の文化 7/23

114 トウモロコシの歴史 （ 「食」の図書館 ）マイケル・オーウェン・ジョーンズ著/元村まゆ訳原書房 世界の文化 7/18

115 キーワードで読み解く地方創生 みずほ総合研究所編岩波書店 現代社会 7/25

116 紛争地の看護師 白川優子著 小学館 現代社会 7/6

117 ｔｈｅ　ｆｏｕｒ　ＧＡＦＡ　ディスラプションの四騎士スコット・ギャロウェイ著東洋経済新報社現代社会 7/19
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118 ＡＩと憲法 山本龍彦編著日本経済新聞出版社現代社会 7/20

119 地図で見るアメリカハンドブック クリスチャン・モンテス＆パスカル・ネデレク編/鳥取絹子訳原書房 現代社会 8/上

120 ＩｏＴクライシス　ネット社会の新たな脅威に迫る ＮＨＫスペシャル取材班著ＮＨＫ出版現代社会 7/27

121 地図とデータで見る　女性の世界ハンドブック イザベル・アタネ著/ウィルフレド・ロー著原書房 現代社会 7/24

122 選べなかった命　出生前診断の誤診で生まれた子 河合香織著 文藝春秋 現代社会 7/12

123 時をあやつる遺伝子 （ 岩波科学ライブラリー）松本顕著 岩波書店 サイエンス 7/11

124 蠅たちの隠された生活 大英自然史博物館著エクスナレッジサイエンス 7/上

125 積乱雲　都市型豪雨はなぜ発生する？ 小林文明著 成山堂書店サイエンス 7/中

126 水草の疑問５０ （ みんなが知りたいシリーズ９）田中法生編著成山堂書店サイエンス 7/中

127 火星の科学　　Ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　Ｍａｒｓ 藤井旭監修/荒舩良孝著誠文堂新光社サイエンス 7/6

128 虫から死亡推定時刻はわかるのか？ 三枝聖著 築地書館 サイエンス 7/20

129 人体　神秘の巨大ネットワーク　４　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 7/30

130 大豆の科学 （ おもしろサイエンス）塚本玄知監修/五日市哲雄著/久保田博南著日刊工業新聞社サイエンス 7/19

131 意識の川をゆく オリヴァー・サックス著/大田直子訳早川書房 サイエンス 8/

132 海洋生命５億年史 土屋健著/田中源吾監修/富田武照監修/小西卓也監修/田中嘉寛監修文藝春秋 サイエンス 7/18

133 スピーカー技術の１００年　黎明期～トーキー映画まで 佐伯多門著 誠文堂新光社テクノロジー 7/9

134 音声インタフェースに未来はあるのか？ 河野道成著 日経ＢＰマーケティングテクノロジー 7/上

135 視覚心理学が明かす　名画の秘密 三浦佳世著 岩波書店 芸術・スポーツ7/13

136 楽器の音色がすぐ聴ける　世界の民族楽器図鑑 民音音楽博物館監修河出書房新社芸術・スポーツ7/20

137 女性アスリートの教科書 須永美歌子著主婦の友社芸術・スポーツ7/19

138 「観る将」もわかる将棋用語ガイド 青野照市著 創元社 芸術・スポーツ 7/9

139 藤田嗣治作品集 清水敏男著 東京美術 芸術・スポーツ7/30

140 甲辞園マルチ大事典 ベースボール・マガジン社編ベースボール・マガジン社芸術・スポーツ7/26

141 イギリスの絵本 上　伝統を築いた作家たち（ 絵本の愉しみ２／全４巻）吉田新一著 朝倉書店 ライブラリアン 7/1

142 水の匂いがするようだ　井伏鱒二のほうへ 野崎歓著 集英社 ライブラリアン 8/3

143 星を見あげたふたりの夏 シンシア・ロード著/吉井知代子訳あかね書房児童読み物 7/下

144 絵本・名人伝 中島敦原作/小林豊文・絵あすなろ書房児童読み物 7/下

145 ももとこもも （ おはなしトントン）宮崎祥子作/細井五月絵岩崎書店 児童読み物 7/6

146 行ったり来たり大通り 五味太郎作・絵絵本館 児童読み物 7/23

147 きょうふの　おばけパンツ アーロン・レイノルズ作/中川ひろたか訳学研プラス児童読み物 7/31

148 まねきねこ　だいさくせん！ （ 講談社の創作絵本）澤野秋文作・絵講談社 児童読み物 7/24

149 とおくまで 曹文軒文/ボーデ・ポールセン絵/岩谷季久子訳樹立社 児童読み物 7/上

150 からっぽマヨネーズ （ ひまわりえほんシリーズ）ねじめ正一作/つちだのぶこ絵鈴木出版 児童読み物 7/10

151 ミミとピギーのベネチアりょこう たしろちさと作・絵ＢＬ出版 児童読み物 7/12

152 ハンカチさがし 森山京作/岡田千晶絵文溪堂 児童読み物 7/下

153 ぼんやきゅう （ ポプラ社の絵本 ）指田和文/長谷川義史絵ポプラ社 児童読み物 7/4

154 みえるとかみえないとか ヨシタケシンスケ作・絵/伊藤亜紗そうだんアリス館 児童読み物 7/11

155 すいかのプール アンニョン・タル作/斎藤真理子訳岩波書店 児童読み物 7/19

156 サブキャラたちの日本昔話 斉藤洋作/広瀬弦絵偕成社 児童読み物 7/12
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157 わたしの森に アーサー・ビナード文/田島征三絵くもん出版児童読み物 7/31

158 こうえんのおばけずかん　じんめんかぶとむし（ 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 7/10

159 古事記　日本のはじまり 斉藤洋作/高畠純絵講談社 児童読み物 7/31

160 すなのたね （ 講談社の翻訳絵本）シビル・ドラクロワ作/石津ちひろ訳講談社 児童読み物 7/20

161 ふたりはとっても本がすき！ （ おはなしだいすき）如月かずさ作/いちかわなつこ絵小峰書店 児童読み物 7/中

162 泥 ルイス・サッカー著/千葉茂樹訳小学館 児童読み物 7/12

163 十年屋 廣嶋玲子作/佐竹美保絵静山社 児童読み物 7/11

164 ふしぎなしっぽのねこ　カティンカ ジュディス・カー作・絵/こだまともこ訳徳間書店 児童読み物 7/12

165 伊賀のキャベ丸 （ 野菜忍列伝　其の６）川端誠作・絵ＢＬ出版 児童読み物 7/31

166 ソフィーのくだものばたけ ゲルダ・ミューラー作/伏見操訳ＢＬ出版 児童読み物 7/18

167 モンゴル大草原８００年 イチンノロブ・ガンバートル文/バーサンスレン・ボロルマー絵/津田紀子訳福音館書店児童読み物 7/4

168 ヨッちゃんのよわむし （ 本はともだち ）那須正幹作/石川えりこ絵ポプラ社 児童読み物 7/2

169 ふねのとしょかん （ えほんのもり ）いしいつとむ作・絵文研出版 児童読み物 7/18

170 巣箱のなかで 鈴木まもる作・絵あかね書房児童ノンフィクション7/上

171 こちらムシムシ新聞社　カタツムリはどこにいる？ 三輪一雄作・絵偕成社 児童ノンフィクション7/17

172 グレートネイチャー　生きものの不思議　大図鑑 スミソニアン協会監修/ＤＫ社編河出書房新社児童ノンフィクション7/13

173 エマおばあちゃん、山をいく　アパラチアン・トレイルひとりたびジェニファー・サームズ作/まつむらゆりこ訳廣済堂あかつき児童ノンフィクション7/10

174 ドクターヘリの秘密　空飛ぶ救命救急室 和氣晃司著 彩流社 児童ノンフィクション7/中

175 地球にくらす７人の子どもたちのある一日 マット・ラマス著/おおつかのりこ訳汐文社 児童ノンフィクション7/下

176 ミツバチのはなし ※ ドイツ児童図書賞（ノンフィクション部門）／最も美しい本賞（児童書部門）受賞作品ヴォイチェフ・グライコフスキ文/ピョトル・ソハ絵/武井摩利訳/原野健一日本語版監修徳間書店 児童ノンフィクション7/12

177 キース・ヘリング　ぼくのアートはとまらない！（ 評論社の児童図書館・絵本の部屋）ケイ・Ａ・ヘリング著/ロバート・ニューベッカー絵/簗瀬薫訳評論社 児童ノンフィクション7/10

178 こどもが探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑 柴山元彦著/井上ミノル著創元社 児童ノンフィクション8/上

179 目でみる水面下の図鑑 こどもくらぶ編東京書籍 児童ノンフィクション7/27

180 暗号の大研究　歴史としくみをさぐろう！（ 楽しい調べ学習シリーズ）伊藤正史監修ＰＨＰ研究所児童ノンフィクション7/20

181 月とアポロとマーガレット ディーン・ロビンズ著/ルーシー・ナイズリー絵/鳥飼玖美子訳評論社 児童ノンフィクション7/10

182 星空を届けたい　出張プラネタリウム、はじめました！ 高橋真理子文/早川世詩男絵ほるぷ出版児童ノンフィクション7/25

183 わたしが少女型ロボットだったころ 石川宏千花著/山田緑絵偕成社 ヤングアダルト7/17

184 ぼくがスカートをはく日 エイミ・ポロンスキー著/まめふく絵/西田佳子訳/松中権監修学研プラスヤングアダルト7/31

185 おもしろ謎解き『縄文』のヒミツ スソアキコ著/こんだあきこ著小学館 ヤングアダルト7/12

186 ナイスキャッチ！３ 横沢彰著/スカイエマ絵新日本出版社ヤングアダルト7/26

187 フォックスクラフト３　アイラと純白のキツネ（ 第３巻　完結 ）インバリ・イセーレス著/井上里訳静山社 ヤングアダルト7/11

188 黒の扉は秘密の印　第二の夢の書 （ 全３巻 ）ケルスティン・ギア著/茂木健訳東京創元社ヤングアダルト7/12

189 もっと知りたい！「科学の芽」の世界　PART６ 永田恭介監修/「科学の芽」賞実行委員会編丸善出版 ヤングアダルト 8/上

190 南西の風やや強く 吉野万理子著あすなろ書房ヤングアダルト 7/下

191 ある晴れた夏の朝 小手鞠るい著偕成社 ヤングアダルト7/12

192 １３歳からの研究倫理 大橋淳史著 化学同人 ヤングアダルト7/27

193 なるほど！　スポーツの物理 （ 世の中への扉 ）望月修著 講談社 ヤングアダルト7/31

194 気がつけば動物学者三代 今泉忠明著 講談社 ヤングアダルト7/24

195 死にたい、ですか 村上しいこ著小学館 ヤングアダルト7/13


