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Ｎｏ．書名・シリーズ・受賞情報など 出版社

1 線は、僕を描く 砥上裕將著 講談社 日本文芸書 6/27

2 アロワナを愛した容疑者　警視庁いきもの係 大倉崇裕著 講談社 日本文芸書 6/13

3 源平の怨霊　小余綾俊輔の最終講義 高田崇史著 講談社 日本文芸書 6/27

4 いかれころ ※ 第３２回三島由紀夫賞／第５０回新潮新人賞受賞作品三国美千子著 新潮社 日本文芸書 6/27

5 図書室 岸政彦著 新潮社 日本文芸書 6/27

6 百の夜は跳ねて 古市憲寿著 新潮社 日本文芸書 6/27

7 ガラスの城壁（仮） 神永学著 文藝春秋 日本文芸書 6/25

8 黄色い実　紅雲町珈琲屋こよみ 吉永南央著 文藝春秋 日本文芸書 6/18

9 家康謀殺 伊東潤著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 6/26

10 君たちは今が世界 朝比奈あすか著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 6/26

11 いるいないみらい 窪美澄著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 6/26

12 出身成分 松岡圭祐著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 6/26

13 サリエルの命題 楡周平著 講談社 日本文芸書 6/20

14 亥子ころころ 西條奈加著 講談社 日本文芸書 6/26

15 希望の糸 東野圭吾著 講談社 日本文芸書 7/上

16 旧友再会 重松清著 講談社 日本文芸書 6/26

17 ジョン・マン　７　金鉱編 山本一力著 講談社 日本文芸書 7/中

18 生のみ生のままで　上 綿矢りさ著 集英社 日本文芸書 6/24

19 生のみ生のままで　下 綿矢りさ著 集英社 日本文芸書 6/24

20 旅ドロップ 江國香織著 小学館 日本文芸書 6/27

21 じじばばのるつぼ 群ようこ著 新潮社 日本文芸書 6/19

22 ハッピーアワーは終わらない　かがやき荘西荻探偵局２ 東川篤哉著 新潮社 日本文芸書 6/19

23 緋の河 桜木紫乃著 新潮社 日本文芸書 6/27

24 あとは切手を、一枚貼るだけ 小川洋子著/堀江敏幸著中央公論新社 日本文芸書 6/17

25 コイコワレ 乾ルカ著 中央公論新社 日本文芸書 6/5

26 月人壮士（ツキヒトオトコ） 澤田瞳子著 中央公論新社 日本文芸書 6/5

27 愛が嫌い 町屋良平著 文藝春秋 日本文芸書 6/25

28 １１９（イチイチキュー） 長岡弘樹著 文藝春秋 日本文芸書 6/5

29 旅の窓からでっかい空をながめる 椎名誠著 新日本出版社 日本文芸書 6/17

30 マタタビ町は猫びより（仮） 田丸雅智著/ねこまき絵辰巳出版 日本文芸書 6/10

31 大坂の陣 岡田秀文著 双葉社 日本文芸書 6/18

32 ぬるくゆるやかに流れる黒い川 櫛木理宇著 双葉社 日本文芸書 6/18

33 綾峰音楽堂殺人事件 藤谷治著 ポプラ社 日本文芸書 6/10

34 むらさきのスカートの女 今村夏子著 朝日新聞出版 日本文芸書 6/5

35 炎天夢　東京湾臨海署安積班 今野敏著 角川春樹事務所 日本文芸書 6/12

36 いつかの岸辺に跳ねていく 加納朋子著 幻冬舎 日本文芸書 6/24

37 Ｋ２　復活のソロ 笹本稜平著 祥伝社 日本文芸書 6/10

38 ノーサイド・ゲーム 池井戸潤著 ダイヤモンド社 日本文芸書 6/11

39 カリスマｖｓ．溝鼠　悪の頂上対決 新堂冬樹著 徳間書店 日本文芸書 6/19

40 とむらい屋颯太 梶よう子著 徳間書店 日本文芸書 6/6

41 「新しい世界」の歩き方 （ 人生百年シリーズ ） 五木寛之著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 6/28

42 待ち遠しい 柴崎友香著 毎日新聞出版 日本文芸書 6/5

43 ある一生 （ 新潮クレスト・ブックス） ローベルト・ゼーターラー著/浅井晶子訳新潮社 外国文芸書 6/27

44 わたしがわたしであるために（仮） Ｅ・ロックハート著/杉田七重訳辰巳出版 外国文芸書 6/27

45 パリンプセスト ※ 海外文学セレクション／ラムダ賞受賞作品キャサリン・Ｍ・ヴァレンテ著/井辻朱美訳東京創元社 外国文芸書 6/26

46 方形の円　偽説：都市生成論 （ 海外文学セレクション） ギョルゲ・ササルマン著/住谷春也訳東京創元社 外国文芸書 6/18
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47 ゴルバチョフ　下　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 6/25

48 死者の国 （ ハヤカワ・ミステリ） ジャン＝クリス 早川書房 外国文芸書 6/5

49 掃除婦のための手引き書（仮） ルシア・ベルリン著/岸本佐知子訳講談社 外国文芸書 7/8

50 ナチ　本の略奪 （ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ Ｂｅｎｇｔ Ｊａｎｓｏｎ’ｓ Ｍｅｍｏｒｉａｌ Ｆｕｎｄ Ｐｒｉｚｅ２０１８賞受賞作品） アンデシュ・リ 国書刊行会 外国文芸書 6/下

51 ある作家の夕刻　フィッツジェラルド後期作品集 スコット・フィッツジェラルド著/村上春樹編訳中央公論新社 外国文芸書 6/5

52 刑罰 フェルディナント・フォン・シーラッハ著/酒寄進一訳東京創元社 外国文芸書 6/10

53 私たち異者は ※ 「ストーリー・プライズ」受賞作品スティーヴン・ミルハウザー著/柴田元幸訳白水社 外国文芸書 6/25

54 七つの殺人に関する簡潔な記録 ※ ブッカー賞受賞作品 マーロン・ジェイムズ著/旦敬介訳早川書房 外国文芸書 6/20

55 ラルース　美しいハーブの図鑑 ジェラール・ 中央経済社 くらしの実用書6/下

56 革のサンダルから布ぞうりまで みんなのルームシューズ 市ノ瀬絵里子著 日本文芸社 くらしの実用書6/27

57 シニア世代のゆったりワンピース（ レディブティックシリーズ） ブティック社 くらしの実用書6/26

58 クリームのことがよくわかる！お菓子の本 坂田阿希子著 文化出版局 くらしの実用書6/7

59 パラパラじゃなくていい！　最高のチャーハン５０ しらいのりこ著 家の光協会 くらしの実用書6/15

60 髪型を変えれば若返る！　シニアビューティヘア（ 講談社の実用ＢＯＯＫ） 照井貴広著 講談社 くらしの実用書6/19

61 かんたん！うち飲みが楽しくなる！ 世界のおつまみレシピ１２０本山尚義著 主婦と生活社 くらしの実用書6/28

62 ナチュラルおそうじ大全 本橋ひろえ著 主婦の友社 くらしの実用書6/21

63 保存容器と電子レンジでできるアイスクリーム＆シャーベット木村幸子著 主婦の友社 くらしの実用書6/12

64 はじめてでもきちんと作れる　ゆかた、甚平、作務衣 日本ヴォーグ社 くらしの実用書6/上

65 スマホ決済の選び方と導入がズバリわかる本 小宮紳一著 秀和システム ビジネス・くらしの経済6/26

66 有機・無農薬　病虫害・生育不良・生理障害　野菜づくりの困った！　解決ハンドブック    野菜だより編集部編学研プラス すまい・住宅・建築6/25

67 最新版 これ一冊でできる！ 日曜大工 ダイナシティコーポレーション著ナツメ社 すまい・住宅・建築6/14

68 体が整うツボの解剖図鑑（仮） 福辻鋭記著 エクスナレッジ 健康と家庭の医学6/25

69 シニアの逆流性食道炎 こみ上げる胃酸にもう悩まない！（ 別冊ＮＨＫきょうの健康） 三輪洋人監修 ＮＨＫ出版編ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学6/21

70 トラウマのことがわかる本　生きづらさを軽くするためにできること（ 健康ライブラリー イラスト版） 白川美也子監修 講談社 健康と家庭の医学6/11

71 おしゃべりながんの図鑑　病理学から見たあたらしいがんの話小倉加奈子著 ＣＣＣメディアハウス健康と家庭の医学6/27

72 ＮＨＫきょうの健康　賢い患者になる３０の知恵　 医師、長寿者から教わる、もしものときの備え（仮）     「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6/20

73 知っておきたい！子どものアレルギーＢＯＯＫ（仮） 今井孝成著 日東書院本社 健康と家庭の医学7/中

74 今すぐ始める アルコール依存症治療 樋口進著 法研 健康と家庭の医学6/10

75 安全な介護に役立つ　よくわかる拘縮ケア 佐々木静枝監修/白石哲也監修/添田英二監修/宮澤貴之監修池田書店 教育と福祉 6/14

76 あと伸びする子供を育てる あそびのレシピ　世界的に注目される非認知能力の高め方（ こころライブラリー） 大豆生田啓友著/大豆生田千夏著講談社 教育と福祉 6/25

77 プロの調査員が教える！ 介護事業所・施設の選び方が本当にわかる本福岡浩著 自由国民社 教育と福祉 6/19

78 これでわかる学習障がい 奥住秀之監修/小池敏英監修成美堂出版 教育と福祉 6/24

79 「うんこ」が無理なく出る介護 浅野洋藏著/礒田次雄著法研 教育と福祉 6/10

80 すぐに役立つ財産管理　【信託・成年後見・遺言】の法律知識と活用法松岡慶子監修 三修社 くらしの法律 6/19

81 考古学から学ぶ古墳入門 （ Ｔｈｅ　Ｎｅｗ　Ｆｉｆｔｉｅｓ） 松木武彦編著 講談社 歴史と紀行 6/11

82 知られざる弥生ライフ 譽田亜紀子著/大阪府立弥生文化博物館監修誠文堂新光社 歴史と紀行 6/7

83 旅行ガイドブックから読み解く 明治・大正・昭和　日本人のアジア観光小牟田哲彦著 草思社 歴史と紀行 6/21

84 ナガサキ　核戦争後の人生 スーザン・サザード著/宇治川康江訳みすず書房 歴史と紀行 7/1

85 日本の文様　解剖図鑑 筧菜奈子著 エクスナレッジ 日本の文化 6/27

86 江戸のデザイン図鑑 柏木博監修 河出書房新社 日本の文化 6/24

87 アラマタヒロシの「妖怪にされちゃった生物」事典 荒俣宏著 秀和システム 日本の文化 7/中

88 鳥羽・志摩の海女 素潜り漁の歴史と現在 塚本明著 吉川弘文館 日本の文化 6/10

89 昆虫食と文明 昆虫の新たな役割を考える デイビッド・ウォルトナー＝テーブズ著/片岡夏実訳築地書館 世界の文化 6/28

90 物語創世 聖書からハリー・ポッターまで、文学の偉大なる力 マーティン・プ 早川書房 世界の文化 6/19

91 イソップ絵本はどこからきたのか　日英仏文化の還流 三宅興子著/加 三弥井書店 世界の文化 6/上

92 外国人の医療・福祉・社会保障相談ハンドブック 移住者と連帯する全国ネットワーク編明石書店 現代社会 6/上
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93 ジェインズヴィルの悲劇 ゼネラルモーターズ倒産と企業城下町の崩壊エイミー・ゴールドスタイン著/松田和也訳創元社 現代社会 6/13

94 セルフネグレクトと父親 虐待と自己放棄の連鎖の狭間で 石川瞭子編著 青弓社 現代社会 6/20

95 ご用件は何でしょう？アマゾン・グーグル・アップル 「しゃべるＡＩ」の覇者はだれか　　 ジェイムズ・ブラホス著/野中香方子訳日経ＢＰマーケティング現代社会 6/12

96 気づけない毒親 高橋リエ著 毎日新聞出版 現代社会 6/19

97 人権の世界地図 （ 世界地図シリーズ ） アンドルー・ 丸善出版 現代社会 6/26

98 ドキュメント 豪雨災害　西日本豪雨の被災地を訪ねて 谷山宏典著 山と溪谷社 現代社会 6/17

99 皮膚はすごい 生き物たちの驚くべき進化（ 岩波科学ライブラリー） 傳田光洋著 岩波書店 サイエンス 6/5

100 あなたが生まれてくるまでの話　胎児の科学 カタリーナ・ヴェストレ著/安田容子訳河出書房新社 サイエンス 6/4

101 手すりの虫観察ガイド 公園・緑地で見つかる四季の虫 とよさきかんじ著文一総合出版 サイエンス 6/21

102 ズーム・イン・ユニバース ケイレブ・ みすず書房 サイエンス 6/18

103 決定版　コンピュータサイエンス図鑑 ヘレン・コール 創元社 テクノロジー 6/27

104 きちんと知りたい！ バイクメンテとチューニングの実用知識小川直紀著 日刊工業新聞社 テクノロジー 6/27

105 原田マハの印象派物語 （ とんぼの本 ） 原田マハ著 新潮社 芸術・スポーツ6/6

106 はじめてのスケートボード Ｈ．Ｌ．Ｎ．Ａ監修成美堂出版 芸術・スポーツ6/20

107 もっと知りたい村山槐多　生涯と作品 村松和明著 東京美術 芸術・スポーツ6/8

108 ラグビーの世界史　楕円球をめぐる二百年※ ２０１６年度アバーデア文学賞受賞作品トニー・コリンズ著/北代美和子訳白水社 芸術・スポーツ6/18

109 失われた芸術作品の記憶 ノア・チャーニイ著/服部理佳訳原書房 芸術・スポーツ6/20

110 水球 必勝バイブル テクニックから戦術まで実践スキルが身につく大本洋嗣監修 メイツ出版 芸術・スポーツ6/27

111 はじめてのテント山行　「登る」＆「泊まる」　徹底サポートＢＯＯＫ栗山祐哉監修 メイツ出版 芸術・スポーツ6/26

112 失われた近代を求めて 上 （ 朝日選書 ） 橋本治著 朝日新聞出版 ライブラリアン6/6

113 失われた近代を求めて 下 （ 朝日選書 ） 橋本治著 朝日新聞出版 ライブラリアン6/6

114 子どもの本のもつ力　世界と出会える６０冊 清水真砂子著 大月書店 ライブラリアン6/14

115 認知症予防におすすめ図書館利用術３　『調べる力』で脳を活性化（ 全３巻完結 ） 結城俊也著 紀伊國屋書店（発売）／日外アソシエーツ（発行）ライブラリアン6/19

116 図書館のための簡単な本の修理 高岡容子著 少年写真新聞社 ライブラリアン6/20

117 ベストセラー全史　【現代篇】 （ 筑摩選書 ） 澤村修治著 筑摩書房 ライブラリアン6/12

118 ひとりでよめたよ！ 幼年文学おすすめブックガイド２００大阪国際児童文学振興財団編評論社 ライブラリアン6/20

119 ドクルジン ミロコマチコ著 亜紀書房 児童読み物 7/10

120 あみ （ 中川ひろたかのせいかつかがく絵本シリーズ） 中川ひろたか作/岡本よしろう絵アリス館 児童読み物 6/21

121 どうぶつたちのだいすきって？ アン・ウィット 岩崎書店 児童読み物 6/11

122 ヒキガエルがいく パク・ジォン 岩波書店 児童読み物 6/19

123 どっちからよんでも　にわとりとわに 本村亜美文/高畠純絵絵本館 児童読み物 6/6

124 手紙　ふたりの奇跡 福田隆浩著/江頭路子絵講談社 児童読み物 6/27

125 まよなかのせおよぎ ※ 講談社の創作絵本／第４０回講談社絵本新人賞受賞作品近藤未奈作 講談社 児童読み物 6/13

126 １１番目の取引 （ 鈴木出版の児童文学） アリッサ・ホリングスワース作・絵/もりうちすみこ訳鈴木出版 児童読み物 6/24

127 アトリと五人の王 菅野雪虫著 中央公論新社 児童読み物 6/17

128 こくん （ 童心社のおはなしえほん） 村中李衣作/石川えりこ絵童心社 児童読み物 6/20

129 しあわせの島へ ２０１８年銀の石筆賞受賞作品マリット・テルンクヴィスト作・絵/長山さき訳徳間書店 児童読み物 6/19

130 海ガラスの夏 ミシェル・ハウ ＢＬ出版 児童読み物 6/24

131 トロピカルテリー ジャーヴィス作/青山南訳ＢＬ出版 児童読み物 6/19

132 ばらいろのかさ （ 世界傑作絵本シリーズ） アメリー・カロ 福音館書店 児童読み物 6/12

133 そうめんソータロー 岡田よしたか作 ポプラ社 児童読み物 6/7

134 本屋さんのルビねこ ２　ルビとしっぽの秘密 野中柊作/松本圭以子絵理論社 児童読み物 6/14

135 最後のドラゴン ガレット・ワイ あすなろ書房 児童読み物 6/下

136 あららのはたけ 村中李衣作 石川えりこ絵偕成社 児童読み物 6/20

137 ぼくんちの海賊トレジャ 柏葉幸子作/野見山響子絵偕成社 児童読み物 6/24

138 もみの木 アンデルセン原 ＫＡＤＯＫＡＷＡ児童読み物 6/26
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139 へんしんバス あきやまただし作・絵金の星社 児童読み物 6/20

140 ぞうさんうんちしょうてんがい ねじめ正一文/村上康成絵くもん出版 児童読み物 6/11

141 手と手をぎゅっとにぎったら （ こころのつばさシリーズ） 横田明子作/くすはら順子絵佼成出版社 児童読み物 6/26

142 火星のカレー　宇宙人たちのひみつ 斉藤洋作/高畠純絵講談社 児童読み物 6/5

143 きんぎょすくいめいじん （ 講談社の創作絵本 ） 松成真理子作・絵講談社 児童読み物 7/中

144 地獄のお囃子 （ 鬼遊びシリーズ全４巻２配） 廣嶋玲子作/おとないちあき絵小峰書店 児童読み物 6/下

145 火　あやかし 飯野和好文・絵 小峰書店 児童読み物 6/下

146 ジュース （ ひまわりえほんシリーズ） 三木卓作/杉浦範茂絵鈴木出版 児童読み物 6/20

147 オニのサラリーマン　じごくの盆やすみ（ 日本傑作絵本シリーズ） 富安陽子文/大島妙子絵福音館書店 児童読み物 6/5

148 タコやん （ 日本傑作絵本シリーズ） 富安陽子文/南伸坊絵福音館書店 児童読み物 6/5

149 きょうふのしりとり （ ほるぷ創作絵本 ） 武田美穂作 ほるぷ出版 児童読み物 6/25

150 夏とおとうとと ふくだいわお作 光村教育図書 児童読み物 6/13

151 つながる 長倉洋海写真・文アリス館 児童ノンフィクション6/21

152 文部科学大臣賞を受賞した小学１年生のすごい自由研究　セミをさがしたなつやすみ　　　　　　　　　　　　　吉川蒼都著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ児童ノンフィクション6/25

153 宇宙探査ってどこまで進んでいる？（ 子供の科学★ミライサイエンス） 寺薗淳也著 誠文堂新光社 児童ノンフィクション6/5

154 名もなき花たちと　混血孤児の家エリザベス・サンダース・ホーム小手鞠るい著 原書房 児童ノンフィクション6/13

155 お金のことがよくわかる事典知っておきたい価値・仕組み・使い方　　　　　　　　　　　　岡本和久監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション6/18

156 ちいさなハンター　ハエトリグモ（ ふしぎいっぱい写真絵本） 坂本昇久写真・文ポプラ社 児童ノンフィクション6/14

157 小学生のドッジボール　最強トレーニングＢＯＯＫ 関根卓真監修 メイツ出版 児童ノンフィクション6/26

158 海の生きもの　つかまえたら　どうする？ 杉本幹文/松橋 偕成社 児童ノンフィクション6/5

159 なぜなに日本語　もっと 関根健一著 三省堂 児童ノンフィクション6/21

160 よくわかる情報通信　歴史から通信のしくみ、ＩｏＴまで（ 楽しい調べ学習シリーズ） 高作義明著 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション6/18

161 火山はめざめる （ 福音館の科学シリーズ） はぎわらふぐ作/早川由紀夫監修福音館書店 児童ノンフィクション6/12

162 ファーブル先生の昆虫教室 ３　小さいからこそ生きのこる 奥本大三郎文/やましたこうへい絵ポプラ社 児童ノンフィクション6/4

163 平和のバトン　広島の高校生たちが描いた8月6日の記憶 弓狩匡純著 くもん出版 ヤングアダルト6/14

164 親愛なるナイチンゲール様 川嶋みどり著 合同出版 ヤングアダルト6/5

165 生きているシーラカンスに会いたい！ 岩田雅光著 新日本出版社 ヤングアダルト6/25

166 トクベツな日 （ わたしたちの本棚 ） 白矢三恵作/スカイエマ絵ＰＨＰ研究所 ヤングアダルト6/18

167 しずかな魔女 （ 物語の王国 ） 市川朔久子作/平澤朋子絵岩崎書店 ヤングアダルト6/11

168 春風亭一之輔のおもしろ落語入門　おかわり！ 春風亭一之輔著/山口晃絵小学館 ヤングアダルト6/5

169 僕たちが生きているよのなかのしくみは「法」でわかる 遠藤研一郎著 大和書房 ヤングアダルト6/18

170 どうしたらいいかわからない君のための　人生の歩きかた図鑑石井光太著 日本実業出版社 ヤングアダルト6/6

171 化石ハンター （ ＹＡ心の友だちシリーズ） 小林快次監修 ＰＨＰ研究所 ヤングアダルト6/3


