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1 キキ・ホリック 森晶麿著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 7/31

2 時喰監獄（ジクウカンゴク） 沢村浩輔著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 7/29

3 お江戸けもの医　毛玉堂 泉ゆたか著 講談社 日本文芸書 7/24

4 金庫番の娘 伊兼源太郎著 講談社 日本文芸書 7/29

5 魔偶の如き齎（モタラ）すもの 三津田信三著 講談社 日本文芸書 7/11

6 カム・ギャザー・ラウンド・ピープル 高山羽根子著 集英社 日本文芸書 7/18

7 チンギス紀　５　絶影 北方謙三著 集英社 日本文芸書 7/26

8 ナポレオン　１　台頭篇 ( 全３巻 ) 佐藤賢一著 集英社 日本文芸書 8/1

9 越境（ユエジン） 東山彰良著 集英社 日本文芸書 7/26

10 お願いおむらいす 中澤日菜子著 小学館 日本文芸書 7/11

11 手のひらの楽園 宮木あや子著 新潮社 日本文芸書 7/18

12 猫をおくる 野中柊著 新潮社 日本文芸書 7/18

13 八本目の槍 今村翔吾著 新潮社 日本文芸書 7/18

14 やがて満ちてくる光の 梨木香歩著 新潮社 日本文芸書 7/29

15 ウナノハテノガタ 大森兄弟著 中央公論新社 日本文芸書 7/5

16 天使も怪物も眠る夜 吉田篤弘著 中央公論新社 日本文芸書 7/5

17 抽斗のなかの海 朝吹真理子著 中央公論新社 日本文芸書 7/5

18 五つ数えれば三日月が 李琴峰著 文藝春秋 日本文芸書 7/31

19 ラッコの家 古川真人著 文藝春秋 日本文芸書 7/31

20 神様の暇つぶし 千早茜著 文藝春秋 日本文芸書 7/19

21 将軍の子 佐藤巖太郎著 文藝春秋 日本文芸書 7/18

22 空と湖水　夭折の画家・三橋節子 植松三十里著 文藝春秋 日本文芸書 7/5

23 営繕かるかや怪異譚　２ 小野不由美著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 7/31

24 氷獄 海堂尊著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 7/31

25 烈風ただなか あさのあつこ著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 8/2

26 さよならの儀式 宮部みゆき著 河出書房新社 日本文芸書 7/9

27 自由思考 中村文則著 河出書房新社 日本文芸書 7/10

28 神前酔狂宴 古谷田奈月著 河出書房新社 日本文芸書 7/12

29 スワロウテイルの消失点　法医昆虫学捜査官７ 川瀬七緒著 講談社 日本文芸書 7/24

30 戦国の教科書 天野純希著/今村翔吾著/木下昌輝著/澤田瞳子ほか著講談社 日本文芸書 7/29

31 密室を開ける手　ＫＺ　Ｕｐｐｅｒ　Ｆｉｌｅ 藤本ひとみ著 講談社 日本文芸書 7/9

32 明日死んだ男　怪異名所巡り１０ 赤川次郎著 集英社 日本文芸書 7/24

33 君が異端だった頃 島田雅彦著 集英社 日本文芸書 8/1

34 絶声（ゼッショウ） 下村敦史著 集英社 日本文芸書 8/1

35 のっけから失礼します 三浦しをん著 集英社 日本文芸書 8/1

36 ひと喰い介護 安田依央著 集英社 日本文芸書 7/26

37 格闘 高樹のぶ子著 新潮社 日本文芸書 7/29

38 てんげんつう ( しゃばけシリーズ ) 畠中恵著 新潮社 日本文芸書 7/18

39 夏の騎士 百田尚樹著 新潮社 日本文芸書 7/18

40 黄金夜界 橋本治著 中央公論新社 日本文芸書 7/5

41 いけない 道尾秀介著 文藝春秋 日本文芸書 7/10

42 剣樹抄（ケンジュショウ） 冲方丁著 文藝春秋 日本文芸書 7/10

43 スズメの事ム所　駆け出し探偵と下町の怪人たち 朱川湊人著 文藝春秋 日本文芸書 7/10

44 夏物語 川上未映子著 文藝春秋 日本文芸書 7/11

45 へぼ侍 ※ 第２６回松本清張賞受賞作品坂上泉著 文藝春秋 日本文芸書 7/6

46 ぱくりぱくられし 木皿泉著 紀伊國屋書店 日本文芸書 7/31
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47 愛と追憶の泥濘（ヌカルミ） 坂井希久子著 幻冬舎 日本文芸書 7/22

48 おじさんのトランク 芦辺拓著 光文社 日本文芸書 7/17

49 天災は忘れる前にやってくる 鳥飼否宇著 光文社 日本文芸書 7/17

50 未来を、１１秒だけ（仮） 青柳碧人著 光文社 日本文芸書 7/17

51 下北沢インディーズ 岡崎琢磨著 実業之日本社 日本文芸書 7/18

52 ツキノネ 乾緑郎著 祥伝社 日本文芸書 7/12

53 道化師の退場 太田忠司著 祥伝社 日本文芸書 7/12

54 ブスの自信の持ち方 山崎ナオコーラ著誠文堂新光社 日本文芸書 7/10

55 うしろから歩いてくる微笑 ( 創元クライム・クラブ／柚木草平シリーズ) 樋口有介著 東京創元社 日本文芸書 7/20

56 ファミリーランド（仮） 澤村伊智著 早川書房 日本文芸書 7/18

57 ひとり老後、賢く楽しむ（仮） 岸本葉子著 文響社 日本文芸書 7/16

58 女優の娘 吉川トリコ著 ポプラ社 日本文芸書 7/9

59 カザアナ 森絵都著 朝日新聞出版 日本文芸書 7/5

60 化物蠟燭 木内昇著 朝日新聞出版 日本文芸書 7/5

61 クジラアタマの王様 伊坂幸太郎著 ＮＨＫ出版 日本文芸書 7/4

62 店長がバカすぎて 早見和真著 角川春樹事務所日本文芸書 7/10

63 妙麟（ミョウリン） ( 戦国女武将シリーズ１ 全３巻) 赤神諒著 光文社 日本文芸書 7/17

64 愛してるって言えなくたって 五十嵐貴久著 祥伝社 日本文芸書 7/12

65 ランチ酒　おかわり日和 原田ひ香著 祥伝社 日本文芸書 7/12

66 決断の刻（トキ） 堂場瞬一著 東京創元社 日本文芸書 7/26

67 龍の袖 藤原緋沙子著 徳間書店 日本文芸書 7/10

68 灼熱 秋吉理香子著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 7/23

69 極限の婚約者たち 新堂冬樹著 双葉社 日本文芸書 7/16

70 我らが少女Ａ ( 合田雄一郎シリーズ) 高村薫著 毎日新聞出版 日本文芸書 7/17

71 黒い豚の毛、白い豚の毛 閻連科自選短篇傑作選 閻連科著/谷川毅訳河出書房新社 外国文芸書 7/17

72 カルカッタの殺人（仮） ( ハヤカワ・ミステリ／英国推理作家協会賞ヒストリカル・ダガー受賞作品) アビール・ムカジー著/田村義進訳早川書房 外国文芸書 7/3

73 黄（オウ） ※ 第４回島田荘司推理小説賞受賞作品雷鈞著/稲村文吾訳文藝春秋 外国文芸書 7/22

74 ジーヴスとウッドハウスの世界 森村たまき著 国書刊行会 外国文芸書 8/

75 アーモンド ソン・ウォン 祥伝社 外国文芸書 7/10

76 モンスーン（仮） ( エクス・リブリス ) ピョン・ヘヨン著/姜信子訳白水社 外国文芸書 7/31

77 三体 ※ ヒューゴー賞受賞作品劉慈欣著/大森望訳/光吉さくら訳/ワンチャイ訳/立原透耶監修早川書房 外国文芸書 7/3

78 マンハッタン・ビーチ ※ アンドリュー・カーネギー・メダル賞受賞作品ジェニファー・イーガン著/中谷友紀子訳早川書房 外国文芸書 7/17

79 不調知らずの体になる　ここからはじめる発酵食 栗生隆子著 家の光協会 くらしの実用書7/12

80 体がよろこぶ　お漬け物 　乳酸発酵の力で、体の中から美しく 井澤由美子著 誠文堂新光社 くらしの実用書7/10

81 トマト・ブック 坂田阿希子著 東京書籍 くらしの実用書7/上

82 おいしく、長く、楽しめる！　収穫野菜の保存テク＆レシピ五十嵐透監修/五十嵐佳奈料理製作ナツメ社 くらしの実用書7/11

83 マリネの法則　マリネ液の配合を覚えて、好みの具材で自在にアレンジ！川上文代著 誠文堂新光社 くらしの実用書7/10

84 にんにくの料理 有元葉子著 東京書籍 くらしの実用書7/上

85 日本の折形歳時記　包む心と折り方 飯田猷子著 日貿出版社 くらしの実用書8/1

86 手作りしたい大人の帽子と斜めがけバッグ( 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7/3

87 仕事ごっこ　その“あたりまえ”、いまどき必要ですか？ 沢渡あまね著 技術評論社 ビジネス・くらしの経済7/4

88 ネット予約時代の　困ったお客のトリセツ 飯野たから著/佐藤祐介監修自由国民社 ビジネス・くらしの経済7/2

89 「専門家」以外の人のための決算書＆ファイナンスの教科書西山茂著 東洋経済新報社ビジネス・くらしの経済7/18

90 フルキャリ解体新書 武田佳奈著 東洋経済新報社ビジネス・くらしの経済7/18

91 「値づけ」の思考法 小川孔輔著 日本実業出版社ビジネス・くらしの経済7/18

92 ４７都道府県・商店街百科 正木久仁編著/杉山伸一編著丸善出版 ビジネス・くらしの経済7/11
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93 これならできる！ ＤＩＹでリフォーム＆メンテナンス 山田芳照著/ダイナシティコーポレーション編著ナツメ社 すまい・住宅・建築7/16

94 シニアの骨粗しょう症・圧迫骨折を防ぐ！( 別冊ＮＨＫきょうの健康) 宗圓聰監修/ＮＨＫ出版編ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学7/22

95 眼科医がすすめる　目の不調を感じたら毎日食べたい料理 平松類監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ健康と家庭の医学7/11

96 なかなか治らない難治性のうつ病を治す本( 健康ライブラリーイラスト版) 田島治監修 講談社 健康と家庭の医学7/16

97 糖尿・がん・ボケ・寝たきり　口を鍛えればすべて解決する栗原毅著/栗原丈徳著主婦の友社 健康と家庭の医学7/16

98 ＮＨＫきょうの健康　命を守る、救える！応急手当【イラスト図解】事典「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/横田裕行監修主婦と生活社 健康と家庭の医学8/中

99 どんどん歩ける！　つまずかないカラダの動かし方 林泰史監修 日東書院本社 健康と家庭の医学7/29

100 慢性腎臓病・透析＆糖尿病の運動サポート 富野康日己著/大山恵子著法研 健康と家庭の医学7/11

101 「嚥下調整食学会分類２０１３」の新コード分類に対応　( 　決定版　かむ・飲み込むが難しい人のごはん) 藤谷順子監修 講談社 教育と福祉 7/4

102 イラストでわかる 子どもの吃音サポートガイド( 　　　　　　　アセスメント・合理的配慮のための54の手引き) 小林宏明著 合同出版 教育と福祉 7/下

103 脳がいきいき元気になる　大人の折り紙 工藤千秋監修/石川眞理子著永岡書店 教育と福祉 7/9

104 魔法の声かけで子どもが自分で動きだす！　３歳からできるお片づけ習慣伊東裕美著 日本実業出版社教育と福祉 7/4

105 社会保障法 ( 有斐閣ストゥディア) 黒田有志弥著/柴田洋二郎著/島村暁代著/橋爪幸代著/永野仁美著有斐閣 くらしの法律 7/下

106 幻島図鑑　不思議な島の物語 清水浩史著 河出書房新社 歴史と紀行 7/10

107 日本の星空ツーリズム　見かた・行きかた・楽しみかた 縣秀彦編著 緑書房 歴史と紀行 7/24

108 女性のための鉄道旅行入門 蜂谷あす美著 山と溪谷社 歴史と紀行 7/12

109 魔除けの民俗学　家・道具・災害の俗信 常光徹著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本の文化 7/18

110 もう少し浄瑠璃を読もう 橋本治著 新潮社 日本の文化 7/24

111 お伽草子超入門 伊藤慎吾編 勉誠出版 日本の文化 7/

112 ４７都道府県・名字百科 森岡浩著 丸善出版 日本の文化 7/16

113 脱毛の歴史　ムダ毛をめぐる社会・性・文化（仮） レベッカ・Ｍ．ハージグ著/飯原裕美訳東京堂出版 世界の文化 7/10

114 教養としてのミイラ図鑑　世界一奇妙な「永遠の命」 佐々木閑監修/宮瀧交二監修/田中真知監修ベストセラーズ世界の文化 7/19

115 三国志への招待 三国志の会編 山川出版社 世界の文化 7/16

116 見た目問題　当事者に会って聞いてみた 岩井建樹著 朝日新聞出版 現代社会 7/17

117 止まった刻（トキ）　検証・大川小事故 河北新報社報道部著岩波書店 現代社会 7/5

118 はじめよう！ＳＯＧＩハラのない学校・職場づくり 「なくそう！ＳＯＧＩハラ」実行委員会編大月書店 現代社会 7/12

119 貧困専業主婦 ( 新潮選書 ) 周燕飛著 新潮社 現代社会 7/24

120 日常にひそむ うつくしい数学 冨島佑允著 朝日新聞出版 サイエンス 7/17

121 結局、ウナギは食べていいのか問題( 岩波科学ライブラリー) 海部健三著 岩波書店 サイエンス 7/18

122 ざんねんな人体　余分な骨、不要な臓器、だまされやすい脳Ｎａｔｈａｎ Ｈ．Ｌｅｎｔｓ著/久保美代子訳化学同人 サイエンス 8/上

123 ４０℃超えの日本列島でヒトは生きていけるのか　( ＤＯＪＩＮ選書 ) 永島計著 化学同人 サイエンス 7/12

124 とんでもない甲虫 丸山宗利著/福井敬貴著幻冬舎 サイエンス 7/7

125 博物館の舞台裏から見る恐竜教室 真鍋真著 ＣＣＣメディアハウスサイエンス 7/19

126 もうすぐいなくなります　絶滅の生物学 池田清彦著 新潮社 サイエンス 7/16

127 生き物の死にざま（仮） 稲垣栄洋著 草思社 サイエンス 7/8

128 カメラとレンズのしくみがわかる光学入門 安藤幸司著 インプレス テクノロジー 7/3

129 ほんとうにやさしく学びたい人の　ネットワーク「絵解き」超入門増田若奈著 技術評論社 テクノロジー 7/22

130 図解入門　はじめての今さら聞けない最新Ｗｉ‐Ｆｉの使い方小関匡著 秀和システム テクノロジー 7/26

131 絵で見てわかる 量子コンピューターの仕組み 宇津木健著 翔泳社 テクノロジー 7/8

132 エネルギー４００年史 リチャード・ローズ著/秋山勝訳草思社 テクノロジー 7/18

133 トコトンやさしい電車の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 青田孝著 日刊工業新聞社テクノロジー 7/30

134 わかる！使える！ねじ入門　〈基礎知識〉〈段取り〉〈実作業〉橋村真治著 日刊工業新聞社テクノロジー 7/30
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135 ラグビー語辞典 斉藤健仁著 誠文堂新光社 芸術・スポーツ7/23

136 おもちゃ絵づくし ( 紙絵遊びの文化 ) アン・ヘリング著玉川大学出版部芸術・スポーツ7/上

137 宮西達也の世界 ( 別冊太陽 ) 別冊太陽編集部編平凡社 芸術・スポーツ7/26

138 ベストセラー全史　【近代篇】 ( 筑摩選書 ) 澤村修治著 筑摩書房 ライブラリアン7/11

139 図鑑　世界の文学者 ピーター・ヒューム監修/齋藤孝日本語版監修東京書籍 ライブラリアン7/25

140 日本ＳＦ誕生　若きＳＦ作家たちの苦悶と哀愁 豊田有恒著 勉誠出版 ライブラリアン7/

141 ちびねこのチュチュと、スプーンのあかちゃん( えほんのぼうけん ) 二宮由紀子作/牧野千穂絵岩崎書店 児童読み物 7/18

142 焼けあとのちかい 半藤一利文/塚本やすし絵大月書店 児童読み物 7/12

143 ぽかりの木 ( ジュニア文学館 ) こうだゆうこ作/黒須高嶺絵学研プラス 児童読み物 7/30

144 にんじん　かりかり　かじったら 石津ちひろ文/柴田ケイコ絵金の星社 児童読み物 7/10

145 あいうえオリンピック 中川ひろたか文/平澤一平絵くもん出版 児童読み物 7/5

146 月と珊瑚 ( 文学の扉 ) 上條さなえ著 講談社 児童読み物 7/9

147 はりねずみのルーチカ　人魚の島( わくわくライブラリー) かんのゆうこ作/北見葉胡絵講談社 児童読み物 7/8

148 すごいたいじゅうでうごきません。 平田昌広作/平田景絵国土社 児童読み物 7/17

149 そもそもオリンピック アーサー・ビナード作/スズキコージ画玉川大学出版部児童読み物 8/6

150 こども詩集　わくわく 全国学校図書館協議会編/田中和雄編童話屋 児童読み物 8/1

151 本気でやれば、なんでもできる！？ ジョン・ヨーマン作/クェンティン・ブレイク絵/三原泉訳徳間書店 児童読み物 7/18

152 すてきな　はんぶんこ（仮） ( ＰＨＰわたしのえほん) 宮野聡子作・絵 ＰＨＰ研究所 児童読み物 7/29

153 めをとじて　みえるのは ( 児童図書館・絵本の部屋) マック・バーネット文/イザベル・アルスノー絵/まつかわまゆみ訳評論社 児童読み物 7/中

154 クレムとカニさん　うみのためにできること フィオナ・ランバーズ作/久保純子訳文化出版局 児童読み物 7/6

155 うそつきタケちゃん ( 文研ブックランド ) 白矢三恵作/たかおかゆみこ絵文研出版 児童読み物 7/9

156 おしっこもらスター 田中六大作・絵 あかね書房 児童読み物 7/9

157 タヌキのきょうしつ 山下明生作/長谷川義史絵あかね書房 児童読み物 7/中

158 思いはいのり、言葉はつばさ まはら三桃著/まめふく装画アリス館 児童読み物 7/24

159 おかあさん　ありがとう みやにしたつや作・絵金の星社 児童読み物 7/6

160 ロージーのひよこはどこ？ パット・ハッチンス作/小宮由訳好学社 児童読み物 7/19

161 おばけとしょかん ( どうわがいっぱい ) 斉藤洋作/森田みちよ絵講談社 児童読み物 7/26

162 へんなともだち　マンホーくん　きょうふのきょだいそうじき( 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 7/17

163 レストランのおばけずかん　だんだんめん( 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 7/23

164 ヒミツのかいだん ( ぴっかぴかえほん ) 田島征三作・絵 小学館 児童読み物 7/25

165 ベストマン ※ ２０１７年ボストングローブ・ホーンブック賞受賞作品リチャード・ペック著/千葉茂樹訳小学館 児童読み物 7/18

166 十年屋 ３　時にはお断りもいたします 廣嶋玲子作/佐竹美保絵静山社 児童読み物 7/10

167 丘のうえの いっぽんの木に ( 絵本・こどものひろば) 今森光彦切り絵 童心社 児童読み物 7/10

168 うみへいったちいさなカニカニ クリス・ホートン作/木坂涼訳ＢＬ出版 児童読み物 7/20

169 ガンピーさんのサイ ジョン・バーニンガム作/谷川俊太郎訳ＢＬ出版 児童読み物 8/上

170 コリンのお店びらき ひこ・田中文/山西ゲンイチ絵ＢＬ出版 児童読み物 8/5

171 かげパ 富安陽子作/しまだともみ絵ひさかたチャイルド児童読み物 7/10

172 貸出禁止の本をすくえ！ アラン・グラッツ著/ないとうふみこ訳ほるぷ出版 児童読み物 7/25

173 プールのひは、おなかいたいひ ヘウォン・ユン作・絵/ふしみみさを訳光村教育図書 児童読み物 7/31

174 おじいさんは川へ　おばあさんは山へ 森山京作/ささめやゆき絵理論社 児童読み物 7/16

175 きょうはなにして遊ぶ？　季節のこよみ 平野恵理子著 偕成社 児童ノンフィクション7/29

176 じいじが迷子になっちゃった あなたへと続く家族と戦争の物語 城戸久枝著/羽尻利門絵偕成社 児童ノンフィクション7/17
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177 北極と南極のへぇ～　くらべてわかる地球のこと( ネイチャーノンフィクション) 中山由美著/秋草愛絵学研プラス 児童ノンフィクション7/30

178 写真科学絵本　ひとすじの光 ウォルター・ウィック著/千葉茂樹訳小学館 児童ノンフィクション7/12

179 ビジュアル図鑑　スーパークールテック　世界のすごい技術ＤＫ社著/大津祥子訳/上林香織訳/神原里枝訳すばる舎 児童ノンフィクション7/上

180 タイムマシンって実現できる？ ( 子供の科学★ミライサイエンス) 二間瀬敏史監修 誠文堂新光社 児童ノンフィクション7/1

181 ヒロシマ　消えたかぞく 指田和著/鈴木六郎写真ポプラ社 児童ノンフィクション7/4

182 中世（鎌倉時代～室町時代） ( ビジュアル日本の住まいの歴史２　全４巻１配) 小泉和子監修/家具道具室内史学会著ゆまに書房 児童ノンフィクション7/5

183 ほうさんちゅう　ちいさなふしぎな生きもののかたち 松岡篤監修/かんちくたかこ文アリス館 児童ノンフィクション7/12

184 わたしはみんなのおばあちゃん　はじめての進化のはなし ジョナサン・トゥイート文/カレン・ルイス絵/真鍋真訳岩波書店 児童ノンフィクション7/10

185 親子で楽しむ 和算の図鑑 ( まなびのずかん ) 谷津綱一著 技術評論社 児童ノンフィクション7/25

186 読む喜びをすべての人に　日本点字図書館を創った本間一夫( 感動ノンフィクションシリーズ) 金治直美文 佼成出版社 児童ノンフィクション7/31

187 「お手伝いしましょうか？」　うれしかった、そのひとこと高橋うらら文 講談社 児童ノンフィクション7/24

188 ぼくたちはみんな旅をする ( 講談社の翻訳絵本 ) ローラ・ノウルズ著/クリス・マッデン著/石川直樹訳講談社 児童ノンフィクション7/2

189 走れ！メープル　犬の車いすのつくり方 菅聖子文/山本遼写真小峰書店 児童ノンフィクション7/下

190 うちに帰りたくないときによむ本 川﨑二三彦監修/北原明日香絵少年写真新聞社児童ノンフィクション7/19

191 エベレスト　命・祈り・挑戦 ※ 2019年ボローニャ・ラガッツイ賞優秀賞受賞作品サングマ・フランシス文/リスク・フェン絵/千葉茂樹訳徳間書店 児童ノンフィクション7/18

192 よくわかるＶＲ　何ができる？社会はどう変わる？( 楽しい調べ学習シリーズ) 舘暲監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション7/31

193 プラスチック・プラネット 今、プラスチックが地球をおおっているジョージア・アムソン＝ブラッドショー著/大山泉訳評論社 児童ノンフィクション7/上

194 はじめての万葉集　上 萩原昌好編/中島梨絵絵あすなろ書房 ヤングアダルト7/上

195 はじめての万葉集　下 萩原昌好編/中島梨絵絵あすなろ書房 ヤングアダルト7/上

196 リスタート ゴードン・コーマン著/千葉茂樹訳あすなろ書房 ヤングアダルト7/中

197 そうだ、キーマカレーをつくろう（仮） 香坂直著 講談社 ヤングアダルト8/3

198 ぼくたちは卵のなかにいた 石井睦美作/アンマサコ絵小学館 ヤングアダルト7/12

199 世界を変えた６０人の偉人たち 新しい時代を拓いたテクノロジー東京電機大学編 東京電機大学出版局ヤングアダルト7/12

200 １２歳で死んだあの子は 西田俊也作 徳間書店 ヤングアダルト7/10

201 わたしがいどんだ戦い１９４０年 キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー作/大作道子訳評論社 ヤングアダルト7/10

202 心の病ってなんだろう？ ( 中学生の質問箱 ) 松本卓也著 平凡社 ヤングアダルト7/19

203 部活でスキルアップ！放送　活躍のポイント５０( コツがわかる本 ) さらだたまこ監修メイツ出版 ヤングアダルト7/31

204 江戸っ子漱石先生からの手紙 １００年後のきみへ( 世界をカエル　 ) 渡邉文幸著/マット和子絵理論社 ヤングアダルト7/10

205 バタフライ　 ( オリンピック出場を果たした難民少女　ユスラ・マルディニの真実の物語) ユスラ・マルディニ著朝日新聞出版 ヤングアダルト7/17

206 日本の環境がよくわかる本 浦野紘平著/浦野真弥著オーム社 ヤングアダルト7/下

207 ゴースト ジェイソン・レノルズ作/ないとうふみこ訳小峰書店 ヤングアダルト7/中

208 １４歳のための数学の散歩道（仮） 佐治晴夫著 春秋社 ヤングアダルト7/下

209 夏に泳ぐ緑のクジラ 村上しいこ著 小学館 ヤングアダルト7/24

210 まなの本棚 芦田愛菜著 小学館 ヤングアダルト7/18

211 ヤング・シャーロック・ホームズ　６　霊界の城 アンドリュー・レーン著/西田佳子訳静山社 ヤングアダルト7/17

212 もっと知りたい科学入門 アレックス・フリス著/ヘイゼル・マスケルほか著/左巻健男日本語版監修東京書籍 ヤングアダルト7/上


