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Ｎｏ．書名・シリーズ・受賞情報など 著者 出版社 刊行予定日

1 向日葵のある台所 秋川滝美著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/28

2 愛すること、理解すること、愛されること 李龍徳著 河出書房新社 日本文芸書 8/10

3 悪魔と呼ばれた男 神永学著 講談社 日本文芸書 9/5

4 今夜はひとりぼっちかい？　日本文学盛衰史　戦後文学篇 高橋源一郎著講談社 日本文芸書 8/22

5 サーラレーオ 新庄耕著 講談社 日本文芸書 8/21

6 シンドローム　上 真山仁著 講談社 日本文芸書 8/1

7 シンドローム　下 真山仁著 講談社 日本文芸書 8/1

8 始まりの家 蓮見恭子著 講談社 日本文芸書 8/21

9 与謝蕪村（仮） 小嵐九八郎著講談社 日本文芸書 8/23

10 あなた 大城立裕著 新潮社 日本文芸書 8/29

11 ざんねんなスパイ 一條次郎著 新潮社 日本文芸書 8/22

12 夜の側に立つ 小野寺史宜著新潮社 日本文芸書 8/22

13 たそがれてゆく子さん 伊藤比呂美著中央公論新社 日本文芸書 8/16

14 ストロング・スタイル 行成薫著 文藝春秋 日本文芸書 8/7

15 廃墟ラブ　閉店屋五郎　２ 原宏一著 文藝春秋 日本文芸書 8/23

16 牧水の恋 俵万智著 文藝春秋 日本文芸書 8/27

17 信長の原理 垣根涼介著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/31

18 ブロードキャスト 湊かなえ著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/23

19 静かに、ねぇ、静かに 本谷有希子著講談社 日本文芸書 8/23

20 すぐ死ぬんだから 内館牧子著 講談社 日本文芸書 8/20

21 対岸の家事 朱野帰子著 講談社 日本文芸書 8/27

22 翼竜館の宝石商人 高野史緒著 講談社 日本文芸書 8/21

23 歪んだ波紋 塩田武士著 講談社 日本文芸書 8/7

24 青少年のための小説入門 久保寺健彦著集英社 日本文芸書 8/22

25 ＴＡＳ　特別師弟捜査員 中山七里著 集英社 日本文芸書 9/3

26 母のあしおと 神田茜著 集英社 日本文芸書 8/22

27 漂砂の塔 大沢在昌著 集英社 日本文芸書 9/3

28 地球星人 村田沙耶香著新潮社 日本文芸書 8/29

29 鳥居の密室 島田荘司著 新潮社 日本文芸書 8/29

30 冷たい檻 伊岡瞬著 中央公論新社 日本文芸書 8/20

31 日傘を差す女 伊集院静著 文藝春秋 日本文芸書 8/上

32 オブジェクタム 高山羽根子著朝日新聞出版 日本文芸書 8/3

33 私が誰かわかりますか 谷川直子著 朝日新聞出版 日本文芸書 8/3

34 深夜の博覧会 辻真先著 東京創元社 日本文芸書 8/20

35 帝都探偵大戦 ( 創元クライム・クラブ ) 芦辺拓著 東京創元社 日本文芸書 8/28

36 大友落月記 赤神諒著 日本経済新聞出版社 日本文芸書 9/10

37 骸の鍵（ムクロノカギ） 麻見和史著 双葉社 日本文芸書 8/20

38 汝、龍たりし日々を歌え　始皇帝紀 岩井三四二著角川春樹事務所 日本文芸書 8/31

39 凍てつく太陽 葉真中顕著 幻冬舎 日本文芸書 8/21
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40 ボーダレス 誉田哲也著 光文社 日本文芸書 8/20

41 ある日　失わずにすむもの 乙川優三郎著徳間書店 日本文芸書 8/8

42 ガラスの殺意 秋吉理香子著双葉社 日本文芸書 8/20

43 赤い靴 大山淳子著 ポプラ社 日本文芸書 8/2

44 グッバイ・クリストファー・ロビン　 ( くまのプーさんの知られざる真実 ) アン・スウェイト著 山内玲子訳　　　　　　田中美保子訳国書刊行会 外国文芸書 8/下

45 ルーム・オブ・ワンダー　不思議の部屋４０５号室 ジュリアン・サンドレル著 高橋啓訳ＮＨＫ出版 外国文芸書 8/25

46 東西ベルリン動物園大戦争 ヤーン・モーンハウプト著 黒鳥英俊監修 赤坂桃子訳ＣＣＣメディアハウス 外国文芸書 8/31

47 七人のイヴ　３ ( 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 8/20

48 真夜中の太陽 ( ＨＡＹＡＫＡＷＡ　ＰＯＣＫＥＴ　ＭＹＳＴＥＲＹ　ＢＯＯＫＳ ) ジョー・ネスボ著 鈴木恵訳早川書房 外国文芸書 8/6

49 わたしたちが火の中で失くしたもの マリアーナ・エンリケス著 安藤哲行訳河出書房新社 外国文芸書 8/20

50 変わったタイプ ( 新潮クレスト・ブックス ) トム・ハンクス著 小川高義訳新潮社 外国文芸書 8/24

51 最初の悪い男 ( 新潮クレスト・ブックス ) ミランダ・ジュライ著 岸本佐知子訳新潮社 外国文芸書 8/24

52 こうしてイギリスから熊がいなくなりました ミック・ジャクソン著 田内志文訳東京創元社 外国文芸書 8/10

53 ここにいる ( エクス・リブリス ) 王聡威著 倉本知明訳白水社 外国文芸書 8/16

54 監禁面接 ピエール・ルメートル著 橘明美訳文藝春秋 外国文芸書 8/28

55 もっと簡単に、ずーっとキレイ！楽してつづく、家事テク 牛尾理恵監修朝日新聞出版 くらしの実用書 8/5

56 大人の汁めし　かけめし 市瀬悦子著 家の光協会 くらしの実用書 9/上

57 もう調理の度に、ネットで調べなくていい！ ( 身につく料理　失敗知らずの調理のコツ ) 星澤幸子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ くらしの実用書 8/28

58 季節のちりめん遊び 藤本洋子著 グラフィック社 くらしの実用書 9/7

59 コートを縫おう！ かたやまゆうこ著主婦と生活社 くらしの実用書 8/29

60 ペットを安らかに送る 終活のすべて 主婦の友社編主婦の友社 くらしの実用書 8/27

61 おりがみで作る入れ子の箱 布施知子著 誠文堂新光社 くらしの実用書 8/7

62 はじめてでもおいしく作れる　フライパン煮物 河野雅子著 家の光協会 くらしの実用書 9/上

63 どんな災害でもイヌといっしょ　ペットと防災ハンドブック 徳田竜之介著小学館 くらしの実用書 8/21

64 キャンドル教本 マエダサチコ著誠文堂新光社 くらしの実用書 8/1

65 ＨＡＰＰＹハロウィン　コスチューム・グッズ・壁面＆飾り・シアター ( ポットブックス ) ポット編集部編著ひさかたチャイルド本社 くらしの実用書 8/22

66 手作りのポップアップカード教室 ( レディブティックシリーズ ) 鈴木孝美著 ブティック社 くらしの実用書 8/31

67 マネージャーの問題地図 沢渡あまね著技術評論社 ビジネス・くらしの経済8/21

68 図解でわかる！日本銀行 高橋克英著 秀和システム ビジネス・くらしの経済8/24

69 プロが身内だけにこっそり教える最高の保険　見直し方・選び方 都倉健太著 新星出版社 ビジネス・くらしの経済9/6

70 自宅でひとり起業　仕事図鑑 ( ＤＯ　ＢＯＯＫＳ ) 滝岡幸子著 同文舘出版 ビジネス・くらしの経済8/21

71 石垣の名城　完全ガイド ( Ｔｈｅ　Ｎｅｗ　Ｆｉｆｔｉｅｓ ) 千田嘉博監修講談社 すまい・住宅・建築8/6

72 農家が教える　野菜づくりのコツと裏ワザ 農文協編 農山漁村文化協会 すまい・住宅・建築8/1

73 「ゴースト血管」に効く！　１分かかと上げ下げ 伊賀瀬道也著河出書房新社 健康と家庭の医学8/24

74 難聴・耳鳴り・めまいの治し方 ( 健康ライブラリーイラスト版 ) 小川郁監修 講談社 健康と家庭の医学8/7

75 手の外反母趾「指ヘバーデン」は自分で治せる 笠原巖著 自由国民社 健康と家庭の医学8/20

76 認知症・要介護を防ぐ！「脳の病気」最新対策 ( 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 健康と家庭の医学8/28

77 子どもの便秘は今すぐなおせ 松生恒夫著 主婦の友社 健康と家庭の医学8/1

78 さわれば分かる腹診入門　やさしい漢方の本 平地治美著 日貿出版社 健康と家庭の医学8/9
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79 慢性便秘症を治す本 水上健著 法研 健康と家庭の医学8/10

80 赤ちゃんが頭を打った、どうしよう！？ 西本博著 藤原一枝著岩崎書店 教育と福祉 8/16

81 発達障害の人による「私たちの就活」 発達障害者の自立・就労を支援する会編 宮尾益知監修河出書房新社 教育と福祉 8/20

82 スマホに負けない子育てのススメ 諸富祥彦著 主婦の友社 教育と福祉 8/31

83 家族のためのユマニチュード イヴ・ジネスト著 ロゼット・マレスコッティ著 本田美和子著誠文堂新光社 教育と福祉 8/24

84 ０歳からのボール遊び運動　“投げる”が脳と身体を育む 小山啓太著 ベースボール・マガジン社 教育と福祉 8/21

85 事業者必携　入門図解　 ( 最新中小企業のための会社法務の法律知識と実務ポイント ) 森公人監修 森元みのり監修三修社 くらしの法律 8/23

86 すぐに役立つ 入門図解 ( 最新メンタルヘルスの法律知識と手続きマニュアル ) 林智之監修 三修社 くらしの法律 8/23

87 教養としての「所得税法」入門 木山泰嗣著 日本実業出版社 くらしの法律 8/29

88 ホモ・デウス　上 ユヴァル・ノア・ハラリ著 柴田裕之訳河出書房新社 歴史と紀行 9/6

89 ホモ・デウス　下 ユヴァル・ノア・ハラリ著 柴田裕之訳河出書房新社 歴史と紀行 9/6

90 教科書には書かれていない江戸時代 山本博文著 東京書籍 歴史と紀行 8/10

91 実は科学的！？ 江戸時代の生活百景 西田知己著 東京堂出版 歴史と紀行 8/24

92 エドガルド・モルターラ誘拐事件 デヴィッド・Ｉ・カーツァー著 漆原敦子訳早川書房 歴史と紀行 8/21

93 現代世界の陛下たち　デモクラシーと王室・皇室 水島治郎編著 君塚直隆編著ミネルヴァ書房 歴史と紀行 8/中

94 今こそ学ぼう 地理の基本 長谷川直子著山川出版社 歴史と紀行 8/10

95 ことばでたどる日本の歴史 ( 河出ブックス ) 今野真二著 河出書房新社 日本の文化 8/16

96 どこにでも神様　知られざる出雲世界をあるく 野村進著 新潮社 日本の文化 8/14

97 身近な漢語をめぐる 木村秀次著 大修館書店 日本の文化 8/6

98 殺生・食国・薬喰い 中澤克昭著 山川出版社 日本の文化 8/31

99 ニホンオオカミの最後　狼酒・狼狩り・狼祭りの発見 遠藤公男著 山と渓谷社 日本の文化 8/31

100 消えゆくアジアの水上居住文化 畔柳昭雄編著 市川尚紀著 舟岡徳朗著鹿島出版会 世界の文化 8/2

101 図説　指輪の文化史 ( ふくろうの本 ) 浜本隆志著 河出書房新社 世界の文化 8/22

102 魔女・怪物・天変地異 ( 筑摩選書 ) 黒川正剛著 筑摩書房 世界の文化 8/9

103 これがホントの生活保護改革 「生活保護法」から「生活保障法」へ 生活保護問題対策全国会議編明石書店 現代社会 8/下

104 私たちは生きづらさを抱えている 姫野桂著 五十嵐良雄監修イースト・プレス 現代社会 8/6

105 決定版　金融デジタル革命　現金消滅で銀行はどう変わるか 木内登英著 東洋経済新報社 現代社会 8/23

106 「おしどり夫婦」ではない鳥たち ( 岩波科学ライブラリー２７６ ) 濱尾章二著 岩波書店 サイエンス 8/24

107 化学史への招待 化学史学会編オーム社 サイエンス 9/

108 単位は進化する（仮） ( ＤＯＪＩＮ選書 ) 安田正美著 化学同人 サイエンス 8/22

109 封入標本の作り方（仮） 根津貴博著 グラフィック社 サイエンス 9/7

110 世界一深い１００のＱ ( いかなる状況でも本質をつかむ思考力養成講座 ) ロジェ・ゲスネリ著 ジャン＝ルイ・ボバン著 吉田良子訳ダイヤモンド社 サイエンス 8/22

111 動物たちの内なる生活 ペーター・ヴォールレーベン著 本田雅也訳早川書房 サイエンス 8/6

112 虹の図鑑　しくみ、種類、観察方法 武田康男著 緑書房 サイエンス 8/17

113 人とどうぶつの血液型 近江俊徳編著緑書房 サイエンス 8/9

114 ハンダづけをはじめよう マーク･ド･ヴィンク著 テクノ手芸部監訳 鈴木英倫子訳オーム社 テクノロジー 8/9

115 人工知能はなぜ椅子に座れないのか　情報化社会における「知」と「生命」 ( 新潮選書 ) 松田雄馬著 新潮社 テクノロジー 8/22

116 図解いちばんやさしく丁寧に書いた　ネットワークの本 岡田庄司著 成美堂出版 テクノロジー 8/20

117 わかる！使える！塗料入門　基礎知識・設計・製造 小林敏勝著 日刊工業新聞社 テクノロジー 8/24
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118 阿修羅像のひみつ　興福寺中金堂落慶記念 ( 朝日選書 ) 興福寺監修 多川俊映著 今津節生著 楠井隆志著 山崎隆之ほか著   涌井隆志ほか著朝日新聞出版 芸術・スポーツ 8/8

119 誰でもはじめられる　ボルダリング 尾川とも子著成美堂出版 芸術・スポーツ 8/30

120 もっと知りたい ボナール　生涯と作品 高橋明也監修・著 島本英明著東京美術 芸術・スポーツ 8/23

121 広重決定版　没後160年記念 ( 別冊太陽　日本のこころ２６５ ) 日野原健司監修平凡社 芸術・スポーツ 8/27

122 はじめての日本美術史 山本陽子著 山川出版社 芸術・スポーツ 8/10

123 「日本国語大辞典」を読む 今野真二著 三省堂 ライブラリアン 8/27

124 トミ・ウンゲラーと絵本　その人生と作品 今田由香著 玉川大学出版部 ライブラリアン 8/20

125 じめんのしたにはなにがある ( ちきゅうのふしぎ絵本３ ) 中川ひろたか文 山本孝絵アリス館 児童読み物 8/下

126 おれからもうひとりのぼくへ ( おはなしガーデン ※第３４回福島正実記念ＳＦ童話賞受賞作品 ) 相川郁恵作 佐藤真紀子絵岩崎書店 児童読み物 8/7

127 くろグミ団は名探偵　Ｓ博士を追え！ ユリアン・プレス作・絵 大社玲子訳岩波書店 児童読み物 8/24

128 せかいはふしぎでできている！ アンドレア・ベイティー作 デイヴィッド・ロバーツ絵 かとうりつこ訳絵本塾出版 児童読み物 8/下

129 うずらかあさんとたまご 島野雫作・絵教育画劇 児童読み物 8/24

130 あきぞらさんぽ ( 講談社の創作絵本 ) 江頭路子作・絵講談社 児童読み物 8/21

131 こどもべやのおともだち　アンナとビイプ ( 講談社の創作絵本 ) こみねゆら作・絵講談社 児童読み物 8/21

132 ぼくたちのやま 谷内こうた作・絵至光社 児童読み物 9/上

133 わたしの島をさがして ジュノ・ディアス作 レオ・エスピノサ絵 都甲孝治訳汐文社 児童読み物 8/20

134 ぼくが　いちばん！　すごいでしょ サトシン作 山村浩二絵ＰＨＰ研究所 児童読み物 8/3

135 ぼくのわがまま宣言！ ( カラフルノベル ) 今井恭子作・絵ＰＨＰ研究所 児童読み物 8/17

136 キミワリーナがやってくる ベンジー・デイヴィス作・絵 林木林訳ＢＬ出版 児童読み物 9/1

137 ぼくの島にようこそ！ 市川里美作・絵ＢＬ出版 児童読み物 8/1

138 カタカタカタ　おばあちゃんのたからもの リン・シャオペイ作・絵 宝迫典子訳ほるぷ出版 児童読み物 8/8

139 １０ぽんのぷりぷりソーセージ ミシェル・ロビンソン文 トール・フリーマン絵 もとしたいづみ訳ほるぷ出版 児童読み物 8/27

140 スタンリーとちいさな火星人 サイモン・ジェームズ作・絵 千葉茂樹訳あすなろ書房 児童読み物 8/下

141 あーん！はがぬけない くすのきしげのり作 ゆーちみえこ絵アリス館 児童読み物 8/17

142 きゅうきゅうしゃのぴーとくん ( えほんのぼうけん ) 正高もとこ作 鎌田歩絵岩崎書店 児童読み物 8/7

143 ショベルくんとあおいはな ヨーゼフ・クフラー作・絵 石津ちひろ訳学研プラス 児童読み物 8/28

144 シカクさん 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 8/3

145 ケイゾウさんの春夏秋冬 ( わくわくライブラリー ) 市川宣子作 さとうあや絵講談社 児童読み物 8/20

146 サラとピンキー　たからじまへ行く ( わくわくライブラリー ) 富安陽子作・絵講談社 児童読み物 8/16

147 へんなともだち　マンホーくん　ようかいオッシーをやっつけろ！ ( わくわくライブラリー ) 村上しいこ作 たかいよしかず絵講談社 児童読み物 8/6

148 ねこはまいにちいそがしい ジョー・ウィリアムソン作・絵 いちだいづみ訳徳間書店 児童読み物 8/8

149 きょうがはじまる ジュリー・モースタッド作・絵 石津ちひろ訳ＢＬ出版 児童読み物 8/20

150 ちいさいごみしゅうしゅうしゃ　ぱっくん 薫くみこ作 オームラトモコ絵ひさかたチャイルド 児童読み物 8/22

151 ＬＯＶＥ　すべてはあなたのなかに マット・デ・ラ・ペーニャ文 ローレン・ロング絵 小川仁央訳評論社 児童読み物 8/7

152 秘密基地のつくりかた教えます ( ノベルズ・エクスプレス ) 那須正幹作 黒須高嶺絵ポプラ社 児童読み物 8/1

153 ソフィーとちいさなおともだち パット・ジトロー・ミラー文 アン・ウィルスドルフ絵 二宮由紀子訳光村教育図書 児童読み物 8/9

154 調べる！４７都道府県　工業生産で見る日本 こどもくらぶ編同友館 児童ノンフィクション8/16

155 どうぶつのかお　ならべてみた！ ( やってみた！ずかん ) 高岡昌江作 柏原晃夫絵 今泉忠明監修ポプラ社 児童ノンフィクション8/2

156 名字ずかん ( 見る知る考えるずかん ) 森岡浩監修 長谷川未緒編著ほるぷ出版 児童ノンフィクション8/27
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Ｎｏ．書名・シリーズ・受賞情報など 著者 出版社 刊行予定日

157 アイヌ　もっと知りたい！くらしや歴史 ( 調べる学習百科 ) 北原モコットゥナシ監修 蓑島栄紀監修 岩崎書店編集部編 オフィス３０３編・制作岩崎書店 児童ノンフィクション8/30

158 池の水をぬいた！ため池の外来生物がわかる本 加藤英明文 徳間書店 児童ノンフィクション8/24

159 よくわかる海上保安庁　しくみは？どんな仕事をしているの？ ( 楽しい調べ学習シリーズ ) 海上保安協会監修ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション8/3

160 しゅうくんかぞくのしあわせレシピ　つきみだんご　 はまのゆか作・絵光村教育図書 児童ノンフィクション8/27

161 こどものための防災教室　災害食がわかる本 今泉マユ子監修理論社 児童ノンフィクション8/17

162 歌を作ろう！　宇宙でいちばんやさしい作詞作曲ガイドブック ミマス著 音楽之友社 ヤングアダルト 8/8

163 愛×数学×短歌 横山明日希著河出書房新社 ヤングアダルト 8/17

164 少年Ｎの長い長い旅　０５ ( ＹＡ！　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ　全5巻完結 ) 石川宏千花著 岩本ゼロゴ絵講談社 ヤングアダルト 8/29

165 人生を変えるアニメ ( １４歳の世渡り術 ) 河出書房新社編河出書房新社 ヤングアダルト 8/10

166 女子のための「手に職」図鑑 華井由利奈著光文社 ヤングアダルト 8/20

167 エヴリデイ ※ ＵＫＬＡブックアワード受賞作品 デイヴィッド・レヴィサン作 三辺律子訳小峰書店 ヤングアダルト 8/下

168 学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社編ポプラ社 ヤングアダルト 8/2


