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Ｎｏ．書名・シリーズ・受賞情報など 出版社

1 マチのお気楽料理教室 秋川滝美著 講談社 日本文芸書 5/21

2 目撃 西村健著 講談社 日本文芸書 5/21

3 小説という毒を浴びる　桜庭一樹書評集 桜庭一樹著 集英社 日本文芸書 5/24

4 限界病院 久間十義著 新潮社 日本文芸書 5/16

5 もののふの国 天野純希著 中央公論新社日本文芸書 5/9

6 めぐり逢いサンドイッチ 谷瑞恵著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 5/17

7 笑え、シャイロック 中山七里著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 5/31

8 悪の五輪 月村了衛著 講談社 日本文芸書 5/14

9 動乱の刑事 堂場瞬一著 講談社 日本文芸書 5/21

10 魔法を召し上がれ 瀬名秀明著 講談社 日本文芸書 5/14

11 アタラクシア 金原ひとみ著 集英社 日本文芸書 5/24

12 キュー 上田岳弘著 新潮社 日本文芸書 5/29

13 初恋さがし 真梨幸子著 新潮社 日本文芸書 5/16

14 ひよこ太陽 田中慎弥著 新潮社 日本文芸書 5/29

15 蒼色の大地 薬丸岳著 中央公論新社日本文芸書 5/9

16 つみびと 山田詠美著 中央公論新社日本文芸書 5/22

17 美しき愚かものたちのタブロー 原田マハ著 文藝春秋 日本文芸書 5/31

18 キャバレー ビートたけし著 文藝春秋 日本文芸書 5/30

19 百花 川村元気著 文藝春秋 日本文芸書 5/15

20 夢見る帝国図書館 中島京子著 文藝春秋 日本文芸書 5/15

21 火神子 （ヒミコ） ※ 第１０回朝日時代小説大賞受賞作品森山光太郎著 朝日新聞出版日本文芸書 5/9

22 椿宿の辺りに 梨木香歩著 朝日新聞出版日本文芸書 5/9

23 或るローマ帽子の謎 柄刀一著 光文社 日本文芸書 5/24

24 織田一　丹羽五郎左衛門の記（仮） 佐々木功著 光文社 日本文芸書 5/24

25 君の××を消してあげるよ 悠木シュン著 双葉社 日本文芸書 5/20

26 魔法がとけたあとも（仮） 奥田亜希子著 双葉社 日本文芸書 5/20

27 あずかりやさん　彼女の青い鳥( 「あずかりやさん」シリーズ) 大山淳子著 ポプラ社 日本文芸書 5/上

28 育休刑事 似鳥鶏著 幻冬舎 日本文芸書 5/21

29 十六夜鬼 （イザヨイキ） ( 弥勒シリーズ ) あさのあつこ著 光文社 日本文芸書 5/24

30 女はいつも四十雀 林真理子著 光文社 日本文芸書 5/22

31 旅は道づれ、きりきり舞い（仮）( 「きりきり舞い」シリーズ) 諸田玲子著 光文社 日本文芸書 5/24

32 金剛の塔 木下昌輝著 徳間書店 日本文芸書 5/17

33 暁天（ギョウテン）の星 葉室麟著 ＰＨＰ研究所日本文芸書 5/22

34 アンサーゲーム 五十嵐貴久著 双葉社 日本文芸書 5/20

35 刑事の慟哭 下村敦史著 双葉社 日本文芸書 5/20

36 ライフ 小野寺史宜著 ポプラ社 日本文芸書 5/27

37 私のプリンス・エドワード島　「赤毛のアン」ができるまで（仮）Ｌ・Ｍモンゴメリ著/水谷利美訳柏書房 外国文芸書 6/10

38 愛なんてセックスの書き間違い( 未来の文学 ) ハーラン・エリスン著/若島正編訳/渡辺佐智江訳国書刊行会外国文芸書 5/下

39 教師人生 フランク・マコート著/豊田淳訳国書刊行会外国文芸書 6/

40 ゴルバチョフ 上 その人生と時代 ウィリアム・トーブマン著/松島芳彦訳白水社 外国文芸書 5/30

41 パリ警視庁迷宮捜査班 ※ ハヤカワ・ミステリ／ペーパーバック読者賞、アルセーヌ・ルパン賞、ポーラー賞シリーズ部門賞受賞作品ソフィー・エナフ著/山本知子訳/川口明百美訳早川書房 外国文芸書 5/上

42 国語教師 ※ ２０１４年グラウザー賞受賞作品ユーディト・Ｗ・タシュラー著/浅井晶子訳集英社 外国文芸書 5/24
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43 ぼくを忘れないで ※ 海外文学セレクション コスタ賞新人賞、最優秀賞（大賞）受賞作品ネイサン・ファイラー著/古草秀子訳東京創元社外国文芸書 5/31

44 回復する人間 ※ エクス・リブリス ハン・ガン著/斎藤真理子訳白水社 外国文芸書 5/27

45 三人の逞しい女 ※ ゴンクール賞受賞作品マリー・ンディアイ著/小野正嗣訳早川書房 外国文芸書 5/22

46 モスクワの伯爵 エイモア・トールズ著/宇佐川晶子訳早川書房 外国文芸書 5/23

47 いつも家にある調味料だけでつくる　食べ飽きないおかず( 生活実用シリーズ　ＮＨＫきょうの料理) 本田明子著 ＮＨＫ出版くらしの実用書 5/21

48 ドライフラワーの活け方 ( 植物生活ブックス ) 植物生活編集部編 誠文堂新光社くらしの実用書 5/14

49 ひんやり　さっぱり　ゼリー寄せ 大越郷子著 誠文堂新光社くらしの実用書 5/16

50 パウンドケーキの本 田中博子著 東京書籍 くらしの実用書 5/17

51 はじめてのママへ　やさしく作れるかわいい赤ちゃんこもの朝日新聞出版編著 朝日新聞出版くらしの実用書 5/16

52 漬ける、干す、蒸すで上手に使いきる　食べつなぐレシピ按田優子著 家の光協会くらしの実用書 6/上

53 なにしろ、親のごはんが気になるもので。 金子文恵著 家の光協会くらしの実用書 6/上

54 家事のワンオペ脱出術（仮） 佐光紀子著 エクスナレッジくらしの実用書 5/20

55 ぬか漬け帖 有元葉子著 筑摩書房 くらしの実用書 5/30

56 おとなのごはんと一緒に作れる 子どものお弁当 阪下千恵著 日東書院本社くらしの実用書 5/14

57 ギャザーの服　タックの服 ( ハートウォーミングライフシリーズ) 月居良子著 日本ヴォーグ社くらしの実用書 5/1

58 知識ゼロからのＲＰＡ 大角暢之著 幻冬舎 ビジネス・くらしの経済5/23

59 データ表現の教科書　レポート作成に悩むあなた！分析の結果は上司・顧客に伝わっていますか？　　　　 藤俊久仁著 渡部良一著秀和システムビジネス・くらしの経済5/下

60 はじめての資産運用 新屋真摘著 成美堂出版ビジネス・くらしの経済5/30

61 日本一やさしい税法と税金の教科書 西中間浩著 日本実業出版社ビジネス・くらしの経済5/24

62 ゼロからはじめる経済入門　経済学への招待( 有斐閣コンパクト ) 横浜国立大学経済学部テキスト・プロジェクトチーム編有斐閣 ビジネス・くらしの経済5/15

63 病害虫に効く自然農薬 ( 学研趣味の菜園 ) 野菜だより編集部編学研プラスすまい・住宅・建築5/20

64 草取りにワザあり！庭・畑・空き地、場所に応じて楽しく雑草管理　　　　　　　　 西尾剛著 誠文堂新光社すまい・住宅・建築5/15

65 なぜ歯医者の治療は１回で終わらないのか？　聞くに聞けない歯医者のギモン４０若林健史著 朝日新聞出版健康と家庭の医学 5/9

66 図解　山の幸・海の幸　薬効・薬膳事典果実・キノコ・海藻・魚介５０種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　池上文雄著 農山漁村文化協会健康と家庭の医学 5/17

67 知って安心！　不整脈パーフェクトコントロール 岡村英夫著 法研 健康と家庭の医学 5/17

68 大腸がんと告知されたときに読む本 加藤隆佑著 緑書房 健康と家庭の医学 5/16

69 家庭で作れる　かみやすい　飲み込みやすい　　高齢者のやわらか食１３０江頭文江著 学研プラス教育と福祉 5/21

70 あんしん、やさしい　最新　離乳食オールガイド 堤ちはる監修 新星出版社教育と福祉 6/上

71 高齢者のためのおやつレクリエーション 鈴木恵監修/検見崎聡美料理成美堂出版教育と福祉 5/8

72 赤ちゃんの心はどのように育つのか社会性とことばの発達を科学する　　　　　　　　　　　　　　　今福理博著 ミネルヴァ書房教育と福祉 5/9

73 親子で！おうちで！さくっとできる！超簡単リズムあそび井上明美著 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教育と福祉 5/22

74 全ビジネスマンのための 分かりやすい「法人税法」の教科書木山泰嗣著 光文社 くらしの法律 5/22

75 事業者必携　入門図解　働き方改革法に対応！会社で使う労働時間・休日・休暇・休職・休業の法律と書式　　 小島彰監修 三修社 くらしの法律 5/20

76 ネット時代の基礎知識！　著作権法のしくみ デイリー法学選書編修委員会編三省堂 くらしの法律 5/17

77 一冊でわかるアメリカ史 ( 世界と日本がわかる　国ぐにの歴史) 関眞興著 河出書房新社歴史と紀行 5/24

78 マネーの魔術史 ( 新潮選書 ) 野口悠紀雄著 新潮社 歴史と紀行 5/20

79 諡　（オクリナ） 野村朋弘著 中央公論新社歴史と紀行 5/20

80 ４７都道府県・花風景百科 西田正憲編著/上杉哲郎著丸善出版 歴史と紀行 5/15

81 日本語が英語と出会うとき　日本語と英和・和英辞書の百五十年今野真二著 研究社 日本の文化 5/17

82 漢字で読み解く日本の神様 山口謠司著 ＣＣＣメディアハウス日本の文化 5/31

83 日本茅葺き紀行　Ｅｘｐｌｏｒｉｎｇ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｔｈａｔｃｈ日本茅葺き文化協会編/安藤邦廣著/上野弥智代著農山漁村文化協会日本の文化 5/23

84 黒の服飾史　僧服からココ・シャネルまで 徳井淑子著 河出書房新社世界の文化 5/20
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85 本にまつわる世界のことば 温又柔著/斎藤真理子訳創元社 世界の文化 5/21

86 コーヒーの歴史 ( 「食」の図書館 ) ジョナサン・モリス著/龍和子訳原書房 世界の文化 5/22

87 ５０歳から結婚してみませんか？ スローマリッジ取材班著朝日新聞出版現代社会 5/9

88 日本の異国 室橋裕和著 晶文社 現代社会 5/21

89 日本婚活思想史序説　平成・昭和の「幸せになりたい」佐藤信著 東洋経済新報社現代社会 5/30

90 １４０字の戦争　ＳＮＳが戦場を変えた デイヴィッド・パトリカラコス著/江口泰子訳早川書房 現代社会 5/22

91 ストーカーとの七〇〇日戦争 内澤旬子著 文藝春秋 現代社会 5/22

92 未和　ＮＨＫ記者はなぜ過労死したのか 尾崎孝史著 岩波書店 現代社会 5/8

93 プラスチック・フリー生活 シャンタル・プラモンドン著/ジェイ・シンハ著/服部雄一郎訳ＮＨＫ出版現代社会 5/22

94 牙 ※ 第２５回小学館ノンフィクション大賞受賞作品三浦英之著 小学館 現代社会 5/上

95 失われた美風 ( 管見妄語９ ) 藤原正彦著 新潮社 現代社会 5/15

96 地図とデータで見る移民の世界ハンドブック カトリーヌ・ヴィトール・ド・ヴァンダン著/太田佐絵子訳原書房 現代社会 5/23

97 生命の歴史は繰り返すのか 進化の偶然と必然の謎に実験で挑む　　　　　　　　　　　　ジョナサン・Ｂ・ロソス著/的場知之訳化学同人 サイエンス 6/上

98 おならのサイエンス ステファン・ゲイツ著/関麻衣子訳柏書房 サイエンス 5/23

99 発酵・醸造の疑問５０ ( みんなが知りたいシリーズ) 東京農業大学応用生物科学部醸造科学科編成山堂書店サイエンス 5/中

100 鳥頭なんて誰が言った？ ( ハヤカワ・ポピュラー・サイエンス/フランス〈科学の醍醐味〉賞受賞作品) エマニュエル・プイドバ著/松永りえ訳早川書房 サイエンス 5/22

101 図説　世界を変えた数学　発見とブレイクスルーの歴史 ロバート・スネデン著/上原ゆうこ訳原書房 サイエンス 5/24

102 ＩＴ用語図鑑　ビジネスで使える厳選キーワード２５６増井敏克著 翔泳社 テクノロジー 5/9

103 １億３０００万人のためのｅスポーツ入門 但木一真編著 ＮＴＴ出版芸術・スポーツ 5/30

104 手塚治虫とトキワ荘 中川右介著 集英社 芸術・スポーツ 5/22

105 なんてったって邦楽　おもしろ日本音楽（仮） 釣谷真弓著 東京堂出版芸術・スポーツ 5/24

106 知れば知るほど行司・呼出し・床山 「相撲」編集部編著ベースボール・マガジン社芸術・スポーツ 5/8

107 文学の中の家 スーザン・ハーラン著/ベッカ・スタッドランダー絵/富原まさ江訳エクスナレッジライブラリアン 5/10

108 すきって　いわなきゃ　だめ？( 恋の絵本２　全５巻) 辻村深月作/今日マチ子絵/瀧井朝世編岩崎書店 児童読み物 5/21

109 すきなひと ( 恋の絵本１　全５巻) 桜庭一樹作/嶽まいこ絵/瀧井朝世編岩崎書店 児童読み物 5/21

110 ハスキーなボクのユウウツ ジャスティン・セイヤー著/亀井洋子絵/海後礼子訳岩崎書店 児童読み物 5/18

111 タテルさんゆめのいえをたてる ステファン・テマーソン作/フランチスカ・テマーソン絵/清水玲奈訳エクスナレッジ児童読み物 5/20

112 ハーピカせんにん ( 講談社の創作絵本 ) 田中六大作・絵 講談社 児童読み物 5/23

113 ちいさな島のおおきな祭り 浜田桂子文・絵 新日本出版社児童読み物 5/17

114 あまがえるのかくれんぼ ( 世界文化社のワンダー絵本) たてのひろし作/かわしまはるこ絵世界文化社児童読み物 5/9

115 やんばるの少年 ( 童心社の絵本 ) たじまゆきひこ作・絵童心社 児童読み物 5/20

116 いちはちじゅうのもぉくもく ( 桂文我のでっち絵本) 桂文我文/長野ヒデ子絵ＢＬ出版 児童読み物 5/28

117 しろちゃんとはりちゃんの なつのいちにち たしろちさと作・絵ひかりのくに児童読み物 6/13

118 たぬきの ひみつ 加藤休ミ作・絵 文溪堂 児童読み物 6/3

119 しょうぎはじめました ( えほんのもり ) 間部香代作/田中六大絵文研出版 児童読み物 5/16

120 ふたごだよ ( ポプラ社の絵本 ) サトシン作/竹内通雅絵ポプラ社 児童読み物 5/27

121 いっしょにおつかい メアリー・チャルマーズ作/福本友美子訳岩波書店 児童読み物 5/15

122 エミージーンのぼうし メアリー・チャルマーズ作/福本友美子訳岩波書店 児童読み物 5/15

123 とりあえずごめんなさい 五味太郎作 絵本館 児童読み物 5/上

124 おおかみさんいまなんじ？ 中川ひろたか文/山村浩二絵学研プラス児童読み物 5/14

125 よろしくパンダ広告社 ( ティーンズ文学館 ) 間部香代作/三木謙次絵学研プラス児童読み物 5/28

126 マンマルさん 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 5/20
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127 おかいもの　なんだっけ？ ( 講談社の創作絵本 ) 宮野聡子作・絵 講談社 児童読み物 5/14

128 職員室の日曜日　図書魔女ちゃんとバクちゃん( 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 5/28

129 はるとあき 斉藤倫作/うきまる作/吉田尚令絵小学館 児童読み物 5/17

130 かさとながぐつ 二宮由紀子文/市居みか絵瑞雲舎 児童読み物 5/15

131 アレックスとまほうのふね キャサリン・ホラバード文/ヘレン・クレイグ絵/こだまともこ訳徳間書店 児童読み物 5/17

132 あしたは　きっと デイヴ・エガーズ文/レイン・スミス絵/青山南訳ＢＬ出版 児童読み物 5/23

133 ころべばいいのに ヨシタケシンスケ作ブロンズ新社児童読み物 6/19

134 ぼくがいちばん　ききたいことは アヴィ作/青山南訳 ほるぷ出版児童読み物 5/29

135 きょうも　うれしい えがしらみちこ作 理論社 児童読み物 5/16

136 ドーナツのあなのはなし パット・ミラー文/ヴィンセント・Ⅹ・キルシュ絵/金原瑞人訳廣済堂あかつき児童ノンフィクション6/上

137 わたしが障害者じゃなくなる日 海老原宏美著 旬報社 児童ノンフィクション5/30

138 ニワトリの大研究 歴史、生態から人とのかかわりまで( 楽しい調べ学習シリーズ) 森誠監修 ＰＨＰ研究所児童ノンフィクション5/28

139 小学生でも安心！　はじめての金魚＆メダカ　正しい飼い方・育て方徳永久志監修 メイツ出版児童ノンフィクション5/26

140 庭に咲く花えほん 前田まゆみ作 あすなろ書房児童ノンフィクション5/下

141 ナマコ天国 本川達雄作/こしだミカ絵偕成社 児童ノンフィクション5/20

142 自由への道 奴隷解放に命をかけた黒人女性 ハリエット・タブマンの物語( ヒューマンノンフィクション) 池田まき子文 学研プラス児童ノンフィクション5/28

143 ずかん 数字 中村滋監修 技術評論社児童ノンフィクション5/21

144 ミツバチ　だいすき ぼくのおじさんは ようほう家( 福音館の科学シリーズ) 藤原由美子文/安井寿磨子絵福音館書店児童ノンフィクション5/8

145 若い読者のための『種の起源』 チャールズ・ダーウィン著/レベッカ・ステフォフ編著/鳥見真生訳あすなろ書房ヤングアダルト 5/下

146 オリシャ戦記　血と骨の子 トミ・アデイェミ著/三辺律子訳静山社 ヤングアダルト 5/20

147 火狩りの王２　影ノ火 日向理恵子作/山田章博絵ほるぷ出版ヤングアダルト 5/29

148 月白青船山 （つきしろあおふねやま） 朽木祥作 岩波書店 ヤングアダルト 5/10

149 この数学、いったい　いつ使うことになるの？ ハル・Ｍ・サンダース著/森園子訳/猪飼輝子訳/二宮智子訳共立出版 ヤングアダルト 5/28

150 ｍｏｊａ 吉田桃子著 講談社 ヤングアダルト 5/27

151 月の光を飲んだ少女 ※ ２０１７年ニューベリー賞受賞作品ケリー・バーンヒル著/佐藤見果夢訳評論社 ヤングアダルト 5/14

152 鳥はなぜ鳴く？ ホーホケキョの科学( 世界をカエル ) 松田道生監修/中村文絵理論社 ヤングアダルト 5/17

153 虫ぎらいはなおるかな？ 昆虫の達人に教えを乞う( 世界をカエル ) 金井真紀文・絵 理論社 ヤングアダルト 5/16


