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Ｎｏ．書名・シリーズ・受賞情報など 出版社 刊行予定日

1 昭和よ、 山藤章二著 岩波書店 日本文芸書 4/10

2 偽りの春  神倉駅前交番　狩野雷太の推理※ 第７１回推理作家協会賞短編部門受賞作品降田天著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 4/26

3 リラと戦禍の風 上田早夕里著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 4/30

4 偶然の聖地 宮内悠介著 講談社 日本文芸書 4/23

5 掌篇歳時記　春夏篇 瀬戸内寂聴著 絲山秋子著 伊坂幸太郎ほか著 群像編集部編講談社 日本文芸書 4/22

6 友達未遂（仮） 宮西真冬著 講談社 日本文芸書 4/22

7 アンド・アイ・ラブ・ハー　東京バンドワゴン 小路幸也著 集英社 日本文芸書 4/24

8 おっぱいマンション改修争議 原田ひ香著 新潮社 日本文芸書 4/19

9 チャイムが鳴った 日和聡子著 新潮社 日本文芸書 4/25

10 朝嵐 矢野隆著 中央公論新社日本文芸書 4/18

11 神を統べる者　上宮聖徳法王誕生篇( シリーズ完結編 ) 荒山徹著 中央公論新社日本文芸書 4/18

12 白魔の塔 ( 物理波矢多シリーズ ) 三津田信三著 文藝春秋 日本文芸書 4/10

13 淀川八景 藤野恵美著 文藝春秋 日本文芸書 4/18

14 検事の信義 柚月裕子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 4/20

15 白昼夢の森の少女 恒川光太郎著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 4/24

16 平安ガールフレンズ（仮） 酒井順子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 4/

17 ポルシェ太郎 羽田圭介著 河出書房新社日本文芸書 4/10

18 ていん島の記 仁木英之著 講談社 日本文芸書 4/23

19 彼女たちの場合は 江國香織著 集英社 日本文芸書 4/26

20 この橋をわたって 新井素子著 新潮社 日本文芸書 4/25

21 同潤会代官山アパートメント 三上延著 新潮社 日本文芸書 4/19

22 シーソーモンスター 伊坂幸太郎著 中央公論新社日本文芸書 4/2

23 おまえの罪を自白しろ 真保裕一著 文藝春秋 日本文芸書 4/10

24 帰還 堂場瞬一著 文藝春秋 日本文芸書 4/3

25 人類最年長 島田雅彦著 文藝春秋 日本文芸書 4/10

26 戦神（イクサガミ） 赤神諒著 角川春樹事務所日本文芸書 4/11

27 アンソロジー　嘘と約束 アミの会（仮）著光文社 日本文芸書 4/17

28 第四の暴力 深水黎一郎著 光文社 日本文芸書 4/17

29 不老虫（仮） 石持浅海著 光文社 日本文芸書 4/17

30 不見（ミズ）の月　博物館惑星２ 菅浩江著 早川書房 日本文芸書 4/17

31 指名手配作家 藤崎翔著 双葉社 日本文芸書 4/16

32 転生 ( 越境捜査７ ) 笹本稜平著 双葉社 日本文芸書 4/16

33 むかしむかしあるところに、死体がありました。 青柳碧人著 双葉社 日本文芸書 4/16

34 夜が暗いとはかぎらない 寺地はるな著 ポプラ社 日本文芸書 4/10

35 サバティカル 中村航著 朝日新聞出版日本文芸書 4/3

36 マジカルグランマ 柚木麻子著 朝日新聞出版日本文芸書 4/3

37 バシレウス　呂不韋伝 塚本靑史著 ＮＨＫ出版日本文芸書 4/17

38 作家の人たち 倉知淳著 幻冬舎 日本文芸書 4/9

39 心音 乾ルカ著 光文社 日本文芸書 4/17

40 Ｂｌｕｅ 葉真中顕著 光文社 日本文芸書 4/17

41 キボウのミライ　Ｓ＆Ｓ探偵事務所 福田和代著 祥伝社 日本文芸書 4/10

42 帝国ホテル建築物語 植松三十里著 ＰＨＰ研究所日本文芸書 4/8
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43 僕が神さまと過ごした日々 ハッケ，アクセル著 ゾーヴァ，ミヒャエル絵 那須田淳訳講談社 外国文芸書 4/25

44 すべての愛しい幽霊たち ( 海外文学セレクション ) アリソン・マクラウド著 高山祥子訳東京創元社外国文芸書 4/9

45 図書館司書と不死の猫（仮） リン・トラス著 玉木亨訳東京創元社外国文芸書 5/9

46 銀の墓標銘（シロガネノエピタフ）( 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 5/上

47 湖 ※ マグネジア・リテラ賞、ＥＵ文学賞受賞作品ビアンカ・ベロヴァー著 阿部賢一訳河出書房新社外国文芸書 4/12

48 イタリアン・シューズ ヘニング・マンケル著 柳沢由実子訳東京創元社外国文芸書 4/22

49 翼ある歴史　図書館島異聞 ( 海外文学セレクション ) ソフィア・サマター著 市田泉訳東京創元社外国文芸書 4/9

50 ロイスと歌うパン種 ロビン・スローン著 島村浩子訳東京創元社外国文芸書 4/9

51 海の乙女の惜しみなさ ( エクス・リブリス ) デニス・ジョンソン著 藤井光訳白水社 外国文芸書 4/16

52 路地裏の子供たち スチュアート・ダイベック著 柴田元幸訳白水社 外国文芸書 4/22

53 ディオゲネス変奏曲 ( ハヤカワ・ミステリ ) 陳浩基著 稲村文吾訳早川書房 外国文芸書 4/2

54 ピュリティ ジョナサン・フランゼン著 岩瀬徳子訳早川書房 外国文芸書 4/17

55 三つ編み レティシア・コロンバニ著 齋藤可津子訳早川書房 外国文芸書 4/17

56 肉の事典　食材×調理科学 ( 食材事典シリーズ ) 朝日新聞出版編著朝日新聞出版くらしの実用書4/19

57 星付き＆予約が取れない店のシェフが教える かんたん家庭で作るおいしい羊肉料理　          菊池一弘監修 羊齧協会監修講談社 くらしの実用書4/16

58 和えサラダ 藤井恵著 主婦と生活社くらしの実用書4/12

59 キッチンがたった１日で劇的に片づく本 阪下千恵著 主婦と生活社くらしの実用書4/19

60 一度にたくさん作るからおいしいカレー ナカムラチズコ著成美堂出版くらしの実用書4/10

61 レモンのお菓子づくり 加藤里名著 誠文堂新光社くらしの実用書4/5

62 野菜保存のアイデア帖 島本美由紀著 パイインターナショナルくらしの実用書4/17

63 “今”からできる！ 日常防災 永田宏和監修 ボーイスカウト日本連盟監修池田書店 くらしの実用書4/15

64 10のステッチではじめる 子供服のためのワンポイント刺繍（仮） エクスナレッジくらしの実用書4/15

65 宝石せっけん 木下和美著 エクスナレッジくらしの実用書4/26

66 わが家のおいしい　梅干し・梅シロップ・梅酒のレシピ 柳澤由梨著 成美堂出版くらしの実用書4/20

67 はじめてのおやつ 森崎繭香著 文化出版局くらしの実用書5/

68 表装 上達レッスン 掛軸 作品の魅力を引き立てるコツ 藤井弘之監修 メイツ出版くらしの実用書4/25

69 よくわかる社会人の基礎知識 マナー・文書・仕事のキホン 岡野絹枝編集代表 清水たま子編集協力ぎょうせいビジネス・くらしの経済4/下

70 仮想通貨時代を生き抜くための「お金」の教科書 白井さゆり著 小学館 ビジネス・くらしの経済4/5

71 国家公務員の仕事図鑑 ( 先輩に聞いてみよう！ ) ＥＹＥ編 中央経済社ビジネス・くらしの経済5/

72 上手な加入・掛け金で税金も安くなる　農家の年金・保険・退職金林田雅夫著 比良さやか著農山漁村文化協会ビジネス・くらしの経済3/28

73 数字で話せ 斎藤広達著 ＰＨＰ研究所ビジネス・くらしの経済4/10

74 美しい庭が一年中楽しめる　日陰をいかす四季の庭づくり 宇田川桂子監修 斉藤よし江監修 家の光協会すまい・住宅・建築4/12

75 超図解　プロが教える　野菜の生育診断＆回復ワザ 「やさい畑」菜園クラブ編家の光協会すまい・住宅・建築4/12

76 建築用語図鑑　日本篇 中山繁信著 杉本龍彦著 長沖充著 蕪木孝典著 伊藤茉莉子ほか著オーム社 すまい・住宅・建築4/下

77 聞き書き　伝統建築の家　造る 住む 直す 職人の技 原田紀子著 農山漁村文化協会すまい・住宅・建築4/24

78 カクタスハンドブック 原種サボテンを楽しむ。（仮） 山本規詔著 ＳＴＲＡＩＧＨＴ編双葉社 すまい・住宅・建築4/2

79 野菜とハーブの水耕栽培 北条雅章著 ブティック社すまい・住宅・建築4/18

80 がんサバイバーの毎日ごはん 千歳はるか著 小学館 健康と家庭の医学4/18

81 組み合わせカンタン　糖尿病ぜんぶおいしいレシピ（仮） 大杉満監修 西東社 健康と家庭の医学4/上

82 薬を使わずにぐっすり眠る方法 大谷憲著 日東書院本社健康と家庭の医学4/12

83 ０歳児から楽しめる！ ふわふわタオルあそび( Ｇａｋｋｅｎ保育Ｂｏｏｋｓ ) 松家まきこ著 学研プラス教育と福祉 4/23

84 障害のある子が生涯にわたって受けられる公的サービスのすべて 渡部伸監修 自由国民社教育と福祉 4/下
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85 やさしすぎるあなたがくたびれない介護 東田勉著 大和書房 教育と福祉 4/24

86 すぐに役立つこれならわかる！( 障害者総合支援法と支援サービスのしくみと手続き（仮）) 若林美佳監修 三修社 くらしの法律 4/18

87 事業リスク解消！ 労働安全衛生法のしくみ デイリー法学選書編修委員会編三省堂 くらしの法律 4/19

88 改正入管法で大きく変わる　外国人労働者の雇用と労務管理 布施直春著 中央経済社くらしの法律 4/上

89 壱人両名　江戸日本の知られざる二重身分( ＮＨＫブックス ) 尾脇秀和著 ＮＨＫ出版歴史と紀行 4/22

90 バリアフリー温泉旅に出かけよう！ 山崎まゆみ著 河出書房新社歴史と紀行 4/25

91 沖縄と核 松岡哲平著 新潮社 歴史と紀行 4/18

92 皇位継承　歴史をふりかえり変化を見定める 春名宏昭著 高橋典幸著山川出版社歴史と紀行 4/13

93 境界から見る日本文化 ( 朝日選書 ) 森先一貴著 近江俊秀著朝日新聞出版日本の文化 4/10

94 ＮＨＫ俳句　岸本葉子の「俳句の学び方」 岸本葉子著 ＮＨＫ出版日本の文化 4/17

95 おにぎりの文化史 おにぎりはじめて物語 横浜市歴史博物館監修河出書房新社日本の文化 4/2

96 「市」に立つ 定期市の民俗誌 山本志乃著 創元社 日本の文化 4/3

97 鳥と人間の文化誌 奥野卓司著 筑摩書房 日本の文化 4/23

98 くずし字辞典を引いて古文書を読もう（仮） 油井宏子著 東京堂出版日本の文化 4/10

99 キャベツと白菜の歴史 ( 「食」の図書館 ) メグ・マッケンハウプト著 角敦子訳原書房 世界の文化 4/18

100 世にも危険な医療の世界史 リディア・ケイン著 ネイト・ピーダーセン著 福井久美子訳文藝春秋 世界の文化 4/16

101 マハーバーラタ入門 インドの神々をめぐる物語（仮） 沖田瑞穂著 勉誠出版 世界の文化 4/上

102 サイバー時代の完全兵器（仮） デービッド・サンガー著朝日新聞出版現代社会 4/19

103 街路樹が都市をつくる 東京五輪マラソンコースを歩いて 藤井英二郎著 岩波書店 現代社会 4/24

104 その子の「普通」は普通じゃない 貧困の連鎖を断ち切るために 富井真紀著 ポプラ社 現代社会 4/10

105 移民解禁 受け入れ成功企業に学ぶ外国人材活用の鉄則 永井隆著 毎日新聞出版現代社会 5/15

106 平成家族 朝日新聞取材班著朝日新聞出版現代社会 4/17

107 すべては救済のために デニ・ムクウェゲ自伝 デニ・ムクウェゲ著 加藤かおり訳あすなろ書房現代社会 4/8

108 ルポ 私たちが生きた平成 人と社会はどう変わったか 共同通信社編 岩波書店 現代社会 4/23

109 平成の３０年　陶酔のさきに 日本経済新聞社編日本経済新聞出版社現代社会 5/13

110 人類、宇宙に住む 実現への３つのステップ ミチオ・カク著 斉藤隆央訳ＮＨＫ出版サイエンス 4/22

111 ヘンな名前の植物（仮） 藤井義晴著 化学同人 サイエンス 4/20

112 どんぐりの生物学 ブナ科植物の多様性と適応戦略( 学術選書 ) 原正利著 京都大学学術出版会サイエンス 4/3

113 世にも美しき数学者たちの日常 二宮敦人著 幻冬舎 サイエンス 4/9

114 イモムシの教科書 安田守著 文一総合出版サイエンス 4/24

115 人を襲うハチ ４４７２件の事例からの報告 小川原辰雄著 山と渓谷社サイエンス 5/16

116 基礎からのプログラミングリテラシー 増井敏克著 技術評論社テクノロジー 4/16

117 図解まるわかり　サーバーのしくみ 西村泰洋著 翔泳社 テクノロジー 4/5

118 見て試してわかるアルゴリズムのしくみ　機械学習図鑑 加藤公一監修 秋庭信也著 杉山阿聖著 寺田学著翔泳社 テクノロジー 4/17

119 ロボットと生きる未来（仮）人間にしかできないこと、ロポットでもできること　　　　 新山龍馬著 日刊工業新聞社テクノロジー 4/26

120 絵を見る技術 秋田麻早子著 朝日出版社芸術・スポーツ4/

121 アウトドアテクニック図鑑 寒川一監修 池田書店 芸術・スポーツ4/15

122 自然写真の平成３０年とフォトグラファー 日本自然科学写真協会編 海野和男著小学館 芸術・スポーツ4/19

123 ゼロから分かる！図解 歌舞伎入門 新居典子著 世界文化社芸術・スポーツ4/22

124 オリンピアンの夢の系譜　 (    オリンピック・パラリンピック 歴史の扉を開いたアスリートたち) 佐藤次郎著 東京書籍 芸術・スポーツ4/26

125 きれいなフォームでラクに長く、健康的に！ 大人の水泳 笹原辰夫監修 日本文芸社芸術・スポーツ4/26

126 北欧流　たき火のある暮らし　歴史・技術・作法 エイヴィン・ベルク著 井上廣美訳原書房 芸術・スポーツ4/18
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127 釣りの結び完璧ＢＯＯＫ 海釣り編 西野弘章著 山と溪谷社芸術・スポーツ4/5

128 読みたい絵本 ｍｏｍｏ編集部編インプレスライブラリアン4/11

129 歴史を変えた１００冊の本 スコット・クリスチャンソン著 コリン・ソルター著 藤村奈緒美訳エクスナレッジライブラリアン4/30

130 図書館情報技術論 田中均著 青弓社 ライブラリアン4/4

131 かがくのとものもと 月刊科学絵本「かがくのとも」の５０年 かがくのとも編集部編福音館書店ライブラリアン4/12

132 どたんばたん　おるすばん 松田奈那子作 あかね書房児童読み物 4/中

133 くぬぎのもりのりすのがっこう ふくざわゆみこ作・絵アリス館 児童読み物 4/26

134 おでかけ　おでかけ フィリス・ゲイシャイトー文 デイヴィッド・ウォーカー絵 福本友美子訳岩崎書店 児童読み物 4/8

135 こちら妖怪お悩み相談室 ※ 第１６回ジュニア冒険小説大賞受賞作品清水温子作 たごもりのりこ絵岩崎書店 児童読み物 4/8

136 パンダのパンやさん 岡本よしろう作金の星社 児童読み物 4/16

137 どうぶつたちのナンセンス絵本（仮） マリー・ホール・エッツ詩・絵 こみやゆう訳ＫＴＣ中央出版児童読み物 4/19

138 おなかがすいたよ　ジョーンズさん！ リチャード・スキャリー作 木坂涼訳好学社 児童読み物 4/16

139 あなたがおとなになったとき ( 講談社の創作絵本 ) 湯本香樹実作 はたこうしろう絵講談社 児童読み物 5/15

140 ソラタとヒナタ　みえない星空( 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 5/7

141 天才ルーシーの計算ちがい ( 文学の扉 ) ステイシー・マカナルティ著 田中奈津子訳講談社 児童読み物 4/23

142 なまえのないねこ 竹下文子作 町田尚子絵小峰書店 児童読み物 4/下

143 イマジナリーフレンドと ミシェル・クエヴァス著 杉田七重訳小学館 児童読み物 4/15

144 げんこつやまのたぬきさん 長野ヒデ子作・絵のら書店 児童読み物 4/1

145 おたすけトミー　でばんだよ！( ＭＯＥのえほん ) いしいひろし作白泉社 児童読み物 4/1

146 アブラカダブラカタクリコ きたむらさとし作ＢＬ出版 児童読み物 4/19

147 あそびうたするもの　このゆびとまれ( 日本傑作絵本シリーズ ) 中脇初枝編 ひろせべに絵福音館書店児童読み物 4/3

148 あそびうたするもの　よっといで( 日本傑作絵本シリーズ ) 中脇初枝編 ひろせべに絵福音館書店児童読み物 4/3

149 うちゅうじんは　いない！？ ジョン・エイジー作・絵 久保陽子訳フレーベル館児童読み物 4/10

150 あれ　あれ　あれれ ( ポプラ社の絵本 ) つちだのぶこ作・絵ポプラ社 児童読み物 4/10

151 ねえさんといもうと シャーロット・ゾロトウ文 酒井駒子絵・訳あすなろ書房児童読み物 4/8

152 すだつきたのかわせみ 手島圭三郎作 絵本塾出版児童読み物 4/20

153 いないいないばあさん ( ) 佐々木マキ作 偕成社 児童読み物 4/12

154 そこつ長屋　柳家小三治・落語「粗忽長屋」より( らくごえほん ) 野村たかあき文・絵 柳家小三治監修教育画劇 児童読み物 4/5

155 鬼よぶわらべ歌（仮） ( 鬼遊びシリーズ 全４巻１配 ) 廣嶋玲子作 おとないちあき絵小峰書店 児童読み物 4/下

156 とりづくし ( チューリップえほんシリーズ ) 内田麟太郎作 石井聖岳絵鈴木出版 児童読み物 4/17

157 作り直し屋　十年屋と魔法街の住人たち( 十年屋シリーズ ) 廣嶋玲子著 佐竹美保絵静山社 児童読み物 4/17

158 物語　たくさんのお月さま ※ コ－ルデコット賞受賞作品 ジェイムズ・サーバー作 ルイス・スロボドキン絵 なかがわちひろ訳徳間書店 児童読み物 4/5

159 大渋滞 ( みちくさパレット ) いとうみく作 いつか絵ＰＨＰ研究所児童読み物 4/8

160 かわうそモグ 小森香折文 長谷川義史絵ＢＬ出版 児童読み物 4/30

161 ぼくがゆびをぱちんとならして、きみがおとなになるまえの詩集( 福音館創作童話シリーズ ) 斉藤倫著 高野文子画福音館書店児童読み物 4/10

162 エジソン　ネズミの海底大冒険 トーベン・クールマン作 金原瑞人訳ブロンズ新社児童読み物 5/14

163 おれんち、動物病院 ( 文研じゅべにーる ) 山口理作 岡本順絵文研出版 児童読み物 4/15

164 徳治郎とボク 花形みつる著 理論社 児童読み物 4/15

165 きほんの木　花がきれい 姉崎一馬写真 姉崎エミリー文アリス館 児童ノンフィクション4/20

166 元号でたどる日本の歴史事典 元号でたどる日本の歴史事典編集委員会著汐文社 児童ノンフィクション5/10

167 日本の古生物大研究　どこで見つかった？絶滅した生き物( 楽しい調べ学習シリーズ ) 冨田幸光監修 ＰＨＰ研究所児童ノンフィクション4/23

168 かぞくって　なあに？ フェリシティ・ブルックス文 石津ちひろ訳文化出版局児童ノンフィクション4/11
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169 ぜんぶわかる！　アリ ( しぜんのひみつ写真館 ) 島田拓著 蟻川謙太郎監修ポプラ社 児童ノンフィクション4/19

170 竜之介先生、走る！ 熊本地震で人とペットを救った動物病院( ポプラ社ノンフィクション ) 片野ゆか作 高倉陽樹絵ポプラ社 児童ノンフィクション4/8

171 ダーウィンの「種の起源」 サビーナ・ラデヴァ文・絵 福岡伸一訳岩波書店 児童ノンフィクション4/23

172 うみどりの島 寺沢孝毅文 あべ弘士絵偕成社 児童ノンフィクション4/15

173 世界一おもしろいお祭りの本 ロブ・フラワーズ著 北川玲訳 八木百合子監訳創元社 児童ノンフィクション4/17

174 信じられない現実の大図鑑　２ ドーリング・キンダースリー編著 増田まもる監訳東京書籍 児童ノンフィクション4/19

175 タケの大研究 ( 楽しい調べ学習シリーズ ) 内村悦三著 ＰＨＰ研究所児童ノンフィクション4/23

176 なまはげ ( シリーズ・自然いのち人 ) 小賀野実写真・文ポプラ社 児童ノンフィクション4/22

177 ２０３０年のハローワーク　ＡＩ時代に活躍する子 図子慧著 ＫＡＤＯＫＡＷＡヤングアダルト4/23

178 １３歳からの日本外交 孫崎享著 かもがわ出版ヤングアダルト4/19

179 瓶に入れた手紙 ( 文研じゅべにーる ) ヴァレリー・ゼナッティ作 伏見操訳文研出版 ヤングアダルト4/15

180 たいせつな人へ マイケル・モーパーゴ作 バルー絵 杉田七重訳あかね書房ヤングアダルト4/下

181 どこまでも亀 ( ＳＴＡＭＰ　ＢＯＯＫＳ ) ジョン・グリーン作 金原瑞人訳岩波書店 ヤングアダルト4/17

182 初恋まねき猫 ( 文学の扉 ) 小手鞠るい作 岡田千晶絵講談社 ヤングアダルト4/2

183 歴史を変えた５０人の女性アスリートたち 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4/15

184 ぼくらのセイキマツ 伊藤たかみ著 理論社 ヤングアダルト4/15


