
2012年10月新刊案内
Ｎｏ． 書名・シリーズ・受賞情報など 著者 出版者 ジャンル 刊行予定日

1 先導者（仮） ※第１９回日本ホラー小説大賞・大賞受賞作品 小杉英了著 角川グループパブリッシング日本文芸書 10/30

2 夏朋パースペクティヴ（仮） 長沢樹著 角川グループパブリッシング日本文芸書 10/26

3 自殺の国 柳美里著 河出書房新社 日本文芸書 10/10

4 あの頃の空 佐江衆一著 講談社 日本文芸書 10/24

5 国を蹴った男 伊東潤著 講談社 日本文芸書 10/24

6 ぬけまいる 朝井まかて著 講談社 日本文芸書 10/29

7 虫樹音楽集（ﾁｭｳｼﾞｭｵﾝｶﾞｸｼｭｳ） 奥泉光著 集英社 日本文芸書 10/下

8 スイーパーズ　事件現場掃除人 加藤実秋著 小学館 日本文芸書 10/1

9 ライアの祈り 森沢明夫著 小学館 日本文芸書 10/上

10 俺たちが十九の時　小川国夫初期作品集 小川国夫著 新潮社 日本文芸書 10/29

11 修羅ゆく舟 蜂谷涼著 新潮社 日本文芸書 10/18

12 見知らぬ国へ 北杜夫著 新潮社 日本文芸書 10/18

13 ＲＥ＊ＰＡＩＲ 吉永单央著 中央公論新社 日本文芸書 10/10

14 志士の風雪　品川弥二郎の生涯 古川薫著 文芸春秋 日本文芸書 10/26

15 無花果とムーン 桜庭一樹著 角川グループパブリッシング日本文芸書 10/19

16 スリジエセンター１９９１ 海堂尊著 講談社 日本文芸書 10/24

17 月の輪草子 瀬戸内寂聴著 講談社 日本文芸書 10/30

18 逃走 薬丸岳著 講談社 日本文芸書 10/12

19 七緒のために 島本理生著 講談社 日本文芸書 10/25

20 満月ケチャップライス 朱川湊人著 講談社 日本文芸書 10/4

21 衣もろもろ 群ようこ著 集英社 日本文芸書 10/26

22 北斗　ある殺人者の回心 石田衣良著 集英社 日本文芸書 10/26

23 愛について、なお語るべきこと 片山恭一著 小学館 日本文芸書 10/24

24 六条御息所　源氏がたり３　空の章 林真理子著 小学館 日本文芸書 10/上

25 あと尐し、もう尐し 瀬尾まいこ著 新潮社 日本文芸書 10/18

26 老いかたレッスン 渡辺淳一著 新潮社 日本文芸書 10/18

27 ソロモンの偽証　第３部　法廷 宮部みゆき著 新潮社 日本文芸書 10/10

28 母性 湊かなえ著 新潮社 日本文芸書 10/29

29 本にだって雄と雌があります 小田雅久仁著 新潮社 日本文芸書 10/18

30 永遠者 辻仁成著 文芸春秋 日本文芸書 10/10

31 禁断の魔術 ( ガリレオシリーズ８ ） 東野圭吾著 文芸春秋 日本文芸書 10/11

32 陰陽師　酔月ノ巻 夢枕獏著 文芸春秋 日本文芸書 10/29

33 サウダーデ（孤愁） 新田次郎著
藤原正彦著文芸春秋 日本文芸書 10/17

34 蜂蜜秘密（仮） 小路幸也著 文芸春秋 日本文芸書 10/24

35 夜蜘蛛 田中慎弥著 文芸春秋 日本文芸書 10/22

36 ６４（ロクヨン） 横山秀夫著 文芸春秋 日本文芸書 10/下

37 クラウドクラスターを愛する方法 窪美澄著 朝日新聞出版 日本文芸書 10/

38 タイトル未定 石井睦美著 角川春樹事務所日本文芸書 10/

39 太陽の遺産（仮） ( 「太陽のしずく」より改題） 大門剛明著 幻冬舎 日本文芸書 10/25

40 盗まれた顔 羽田圭介著 幻冬舎 日本文芸書 10/10

41 踊る猫（仮） 折口真喜子著 光文社 日本文芸書 10/17

42 キオスクのキリオ 東直子著 筑摩書房 日本文芸書 10/5

43 尐しだけ、おともだち 朝倉かすみ著 筑摩書房 日本文芸書 10/24

44 空耳の森 七河迦单著 東京創元社 日本文芸書 10/29

45 体育館の殺人 ※第２２回鮎川哲也賞受賞作品青崎有吾著 東京創元社 日本文芸書 10/10

46 封鎖 仙川環著 徳間書店 日本文芸書 10/27

47 カンパニュラの銀翼 ※第２回アガサ・クリスティー賞受賞作品中里友香著 早川書房 日本文芸書 10/23

48 萬月な日々 花村萬月著 双葉社 日本文芸書 10/16

49 喪国（Ｒ／ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ　１０ｔｈ　Ｍｉｓｓｉｏｎ） 五條瑛著 双葉社 日本文芸書 10/16

50 この君なくば 葉室麟著 朝日新聞出版 日本文芸書 10/5

51 道警シリーズ６ 佐々木譲著 角川春樹事務所日本文芸書 10/

52 妖しい関係 阿刀田高著 幻冬舎 日本文芸書 10/10

53 歓喜の仔　上 天童荒太著 幻冬舎 日本文芸書 10/下

54 歓喜の仔　下 天童荒太著 幻冬舎 日本文芸書 10/下

55 ５５歳からのハローライフ（仮） 村上龍著 幻冬舎 日本文芸書 10/下

56 誰もいない 小手鞠るい著 幻冬舎 日本文芸書 10/10
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57 まつしろびまな 仁木英之著 幻冬舎 日本文芸書 10/10

58 危ない橋（仮） ( 京都市井図絵 ） 澤田ふじ子著 光文社 日本文芸書 10/17

59 本屋さんで待ちあわせ 三浦しをん著 大和書房 日本文芸書 10/

60 江神二郎の洞察                                                                                                                                 有栖川有栖著 東京創元社 日本文芸書 10/29

61 神眼 大沢在昌著 徳間書店 日本文芸書 10/23

62 空の拳 角田光代著 日本経済新聞出版社日本文芸書 10/10

63 大空のドロテ 瀬名秀明著 双葉社 日本文芸書 10/5

64 パブリック・ブラザーズ 新野剛志著 双葉社 日本文芸書 10/16

65 天使の檻　上 ダニエル・トラッソーニ著角川グループパブリッシング外国文芸書 10/31

66 天使の檻　下 ダニエル・トラッソーニ著角川グループパブリッシング外国文芸書 10/31

67 クローン人間（仮） ジョゼ・サラマーゴ著
阿部孝次訳彩流社 外国文芸書 10/下

68 蝶（マリポサ）の時代 フリア・アルバレス著
青柳伸子訳作品社 外国文芸書 10/下

69 ミナの物語 デイヴィッド・アーモンド著
山田順子訳東京創元社 外国文芸書 10/10

70 ビルバオ－ニューヨーク－ビルバオ ※エクス・リブリス　スペイン国民小説賞受賞作品キルメン・ウリベ著
金子奈美訳白水社 外国文芸書 10/中

71 首斬り人の娘 ( ハヤカワ・ミステリ ） オリヴァー・ペチュ著
猪股和夫訳早川書房 外国文芸書 10/4

72 量子怪盗 ( 新・ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ） ハンヌ・ライアニエミ著
酒井昭伸訳早川書房 外国文芸書 10/9

73 話してあげて、戦や王さま、象の話を ※高校生が選ぶゴンクール賞受賞作品マティアス・エナール著
関口涼子訳河出書房新社 外国文芸書 10/10

74 ザ・カジュアル・ベイカンシー　上 Ｊ．Ｋ．ローリング著講談社 外国文芸書 12/1

75 ザ・カジュアル・ベイカンシー　下 Ｊ．Ｋ．ローリング著講談社 外国文芸書 12/1

76 人生は短く、欲望は果てなし ※ファミナ賞受賞作品 パトリック・ラペイル著
東浦弘樹訳／オリヴィエ・ビルマン訳作品社 外国文芸書 10/下

77 手紙 ( 新潮クレスト・ブックス ） ミハイル・シーシキン著
奈倉有里訳新潮社 外国文芸書 10/29

78 フランス組曲 ※ルノドー賞（仏４大文学賞）受賞作品イレーヌ・ネミロフスキー著
野崎歓ほか訳白水社 外国文芸書 10/下

79 バーニング・ワイヤー ジェフリー・ディーヴァー著
池田真紀子訳文芸春秋 外国文芸書 10/9

80 しょうが ( 講談社のお料理ＢＯＯＫ） コウケンテツ著 講談社 くらしの実用書10/30

81 大人の男の着こなしと着やせ ＨａｎｋｙｕＭｅｎ’ｓスタイルメイキングクラブ監修主婦の友社 くらしの実用書10/25

82 下ごしらえと調理のコツ　便利帳 松本仲子監修 成美堂出版 くらしの実用書10/下

83 本当においしく作れる和食 ( きちんと定番ＣＯＯＫＩＮＧ 奥田透著 世界文化社 くらしの実用書10/1

84 立体切り紙　かわいい小物 大原まゆみ著 日貿出版社 くらしの実用書10/上

85 細編みと長編みだけ！いちばんやさしいかぎ針編み（仮）( ＰＨＰビジュアル実用ＢＯＯＫＳ） かんのなおみ著 ＰＨＰ研究所 くらしの実用書10/18

86 有元葉子のひき肉料理 有元葉子著 ポプラ社 くらしの実用書10/5

87 食材別おいしい冷凍大百科 ( 別冊ＮＨＫきょうの料理 ） ＮＨＫ出版編 ＮＨＫ出版 くらしの実用書10/16

88 冷えとり薬膳レシピ 薬日本堂監修
新開ミヤ子著河出書房新社 くらしの実用書10/10

89 とにかくわかりやすい　着こなし自在のニットレッスン( エディトリアルピース ） せばたやすこ著 講談社 くらしの実用書10/10

90 『サライ』の料理　基本のき ( サライ　ムック ） サライ編集部編 小学館 くらしの実用書10/10

91 モビールでつづる３６５日 よしいいくえ編 誠文堂新光社 くらしの実用書10/12

92 すぐに作れる！かんたん！かわいい！発表会のコスチューム１２４ ＭａｒｂｌｅＰｌａｎｎｉｎｇ著ナツメ社 くらしの実用書10/2

93 乾物で、ごちそうを作ろう！ 川上文代著 文化出版局 くらしの実用書10/25

94 ＭＡＫＥＲＳ～２１世紀の産業革命が始まる クリス・アンダーソン著
関美和訳ＮＨＫ出版 ビジネス・くらしの経済10/22

95 【実例１１０】報告書・レポートの書き方とコツ 学研パブリッシング編学研マーケティングビジネス・くらしの経済10/30

96 雇用延長制度導入の実務 布施直春著 日本実業出版社ビジネス・くらしの経済10/26

97 イラスト　基本からわかる病害虫の予防と対策 根本久著 家の光協会 すまいと住宅10/26

98 図解エコハウス（仮） ( エクスナレッジムック ） エクスナレッジ すまいと住宅10/25

99 ＤＩＹ道具　上達テクニック百科 ( 学研ムック　ＤＩＹシリーズ） ドゥーパ！編集部編学研マーケティングすまいと住宅10/29

100 耐震・免震・制振が一番わかる ( しくみ図解 ） 高山峯夫著
田村和夫著
池田芳樹著技術評論社 すまいと住宅10/

101 決定版　手間をかけずに楽しむ　はじめての宿根草( 今日から使えるシリーズ） 山浩美著・監修 講談社 すまいと住宅10/17

102 これからの雑木の庭 ( 主婦の友生活シリーズ ） 高田宏臣著 主婦の友社 すまいと住宅10/19

103 農家が教える　光合成細菌　とことん活用読本 農文協編 農山漁村文化協会すまいと住宅10/下

104 最高の住まいをつくる「間取り」の教科書 ( ＰＨＰビジュアル実用ＢＯＯＫＳ） 佐川旭著 ＰＨＰ研究所 すまいと住宅10/18

105 食道がん　正しい知識でより良い治療を ( 健康ライブラリーイラスト版） 細川正夫監修 講談社 健康と家庭の医学10/10

106 卵巣の病気　月経の不調から卵巣がんまで ( 健康ライブラリー ） 上坊敏子著 講談社 健康と家庭の医学10/30

107 図解でわかる坐骨神経痛 ( 徹底対策シリーズ ） 田村睦弘監修 主婦の友社 健康と家庭の医学10/25

108 脳神経外科専門医が教える　脳卒中を防ぐ技術 奥村歩著 世界文化社 健康と家庭の医学10/5

109 名医が語る最新・最良の治療　変形性関節症（股関節・膝関節）( ベスト×ベストシリーズ ） 杉山肇ほか著 法研 健康と家庭の医学10/1

110 笑顔を引きだす介護レクリエーション大百科 杉浦史晃編著 自由国民社 教育と福祉 10/

111 「ひとり親」でも子どもは健全に育ちます 佐々木正美著 小学館 教育と福祉 10/31

112 はじめてママの　きほんの幼児食 牧野直子監修
祐成二葉料理西東社 教育と福祉 10/下
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113 ６０歳からのエンディングノート入門 二村祐輔著 東京堂出版 教育と福祉 10/中

114 認知症予防と上手な介護のポイント 熊谷賴佳著 日本医療企画 教育と福祉 10/20

115 手作り遊具　豊かな遊びを引き出す 東間掬子著 ひさかたチャイルド教育と福祉 10/20

116 わくわくクリスマス　デコレーション＆シアター ( ポットブックス ） ポット編集部編 ひさかたチャイルド教育と福祉 10/20

117 こころを看取る 押川真喜子著 文芸春秋 教育と福祉 10/3

118 カラダを大きくする（仮） 野沢秀雄著 ベースボールマガジン社教育と福祉 10/25

119 外国人の人権 関東弁護士会連合会編著明石書店 くらしの法律10/1

120 知っておきたい知的財産活用術 香坂玲ほか編著 ぎょうせい くらしの法律10/中

121 権利侵害を許さない商標・商号・意匠・ドメインの法律と手続き 元榮太一郎監修 三修社 くらしの法律10/下

122 障害者総合支援法のしくみと手続き 若林美佳監修 三修社 くらしの法律10/下

123 特許法・著作権法 小泉直樹著 有斐閣 くらしの法律10/下

124 足軽の誕生　室町時代の光と影 ( 朝日選書８９４ ） 早島大祐著 朝日新聞出版 歴史と紀行 10/10

125 図説　戊辰戦争 ( ふくろうの本／日本の歴史） 木村幸比古編 河出書房新社 歴史と紀行 10/10

126 世界しあわせ紀行 ( ハヤカワ・ノンフィクション） エリック・ワイナー著
関根光宏訳早川書房 歴史と紀行 10/23

127 地図をつくった男たち（仮）　明治日本・地図誕生の記 山岡光治著 原書房 歴史と紀行 10/下

128 能を読む（仮）第１巻　翁と観阿弥 ( 全４巻 梅原猛監修
観世清和監修角川グループパブリッシング日本の文化 10/下

129 旧暦で楽しむ着物スタイル さとうめぐみ著 河出書房新社 日本の文化 10/22

130 もののみごと　江戸の粋を継ぐ職人たちの、確かな手わざと名デザイン。 みなもと忠之写真
田中敦子著講談社 日本の文化 10/22

131 日本のお葬式はどう変わったか（仮）　入間市の葬儀屋さん奮闘記 いわさき著
彩流社編彩流社 日本の文化 10/上

132 絵画と歴史で解き明かす決定版『古事記』の世界 武光誠著
梅田紀代志画小学館 日本の文化 10/1

133 日本朋飾史 増田美子編 東京堂出版 日本の文化 10/19

134 万引きの世界史（仮） ＲａｃｈｅｌＳｈｔｅｉｒ著
黒川由美訳太田出版 世界の文化 10/3

135 １２月２５日の怪物 高橋大輔著 草思社 世界の文化 10/下

136 楔形文字とその解説 ブリジット・リオン編　　　セシル・ミシェル編
中田一郎日本語監修
渡井葉子訳山川出版社 世界の文化 10/上

137 女たちのお葬式 葬送を考える市民の会編太田出版 現代社会 10/10

138 公共施設が劇的に変わるファシリティマネジメント（仮） 小島卓弥編著 学陽書房 現代社会 10/

139 ２０５０　老人大国の現実 小笠原泰著
渡辺智之著東洋経済新報社現代社会 10/4

140 ２０１５年マイナンバーがやってくる（仮） 牟田学著
市民が主役の地域情報化推進協議会番号制度研究会編日経ＢＰマーケティング現代社会 10/10

141 リアル３０～働いてる？（仮） 毎日新聞社編 毎日新聞社 現代社会 10/26

142 災害が学校を襲うとき 田端健人著 春秋社 現代社会 10/下

143 管見妄語３（仮） 藤原正彦著 新潮社 現代社会 10/

144 ナメクジの言い分 ( 岩波科学ライブラリー１９８） 足立則夫著 岩波書店 サイエンス 10/4

145 僕とｉＰＳ細胞（仮） 山中伸弥著 講談社 サイエンス 10/10

146 コケの自然誌 ロビン・ウォール・キマラー著
三木直子訳築地書館 サイエンス 10/29

147 １０万年後の世界　地球の気候、地形、生物、人類はどうなるか？ カート・ステージャ著
岸由二監修
小宮繁訳日経ＢＰマーケティングサイエンス 10/

148 これが物理学だ！ ウォルター・ルーウィン著
東江一紀訳文芸春秋 サイエンス 10/11

149 エネルギーの科学史 ( 河出ブックス ） 小山慶太著 河出書房新社 テクノロジー10/10

150 ＳＦ作家　瀬名秀明が説く！さあ今から未来についてはなそう 瀬名秀明著 技術評論社 テクノロジー10/4

151 人間に勝つコンピュータ将棋の作り方 ( Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ｄｅｓｉｇｎ　ｐｌｕｓ） 瀧澤武信ほか著
コンピュータ将棋協会監修技術評論社 テクノロジー10/1

152 徹底詳解　リニア中央新幹線のすべて 川島令三著 廣済堂出版 テクノロジー10/下

153 レアメタル・レアアース白書 厨川道雄著 新樹社 テクノロジー10/

154 陶芸　実践絵付けアイデア帖　下絵付け編 野田耕一著 誠文堂新光社 芸術・スポーツ10/15

155 はじめよう！木版画 五所菊雄著 二玄社 芸術・スポーツ10/25

156 本の透視図　　…その過去と未来 菅原孝雄著 国書刊行会 ライブラリアン10/下

157 アーカイブの構築と活用入門（仮） ＮＰＯ知的資源イニシアチブ編勉誠出版 ライブラリアン10/

158 言語力を育てるブッククラブ タフィー・Ｅ・ラファエル著
ローラ・Ｓ・パルド著
有元秀文訳ミネルヴァ書房ライブラリアン10/

159 おたんじょうび、おことわり？ ボニー・ベッカー文
ケイディ・マクドナルド・デントン絵
横山和江訳岩崎書店 児童読み物 10/

160 アナベル・ドールとちっちゃなティリー アン・Ｍ・マーティン＆ローラ・ゴドウィン作
ブライアン・セルズニック絵  三原泉訳偕成社 児童読み物 10/上

161 なんていいんだ　ぼくのせかい 荒井良二作・絵 集英社 児童読み物 10/下

162 ピーター・ラビット　もうひとつのおはなし エマ・トンプソン作
エレノア・テイラー絵
三辺律子訳集英社 児童読み物 10/下

163 あっちの豚　こっちの豚 佐野洋子著 小学館 児童読み物 10/15

164 こないかな、ロバのとしょかん モニカ・ブラウン文
ジョン・パッラ絵
斉藤規訳新日本出版社 児童読み物 10/17

165 きょうりゅうの　たまごにいちゃん ( ひまわりえほんシリーズ） あきやまただし作・絵鈴木出版 児童読み物 10/10

166 インヘリタンス　果てなき旅　上　ドラゴンライダー４ クリストファー・パオリーニ著
大嶌双恵訳静山社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学校上級向児童読み物 11/15

167 インヘリタンス　果てなき旅　下　ドラゴンライダー４ クリストファー・パオリーニ著
大嶌双訳静山社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学校上級向児童読み物 11/15

168 ちょっとだけまいご クリス・ホートン作・絵
木坂涼訳ＢＬ出版 児童読み物 10/15
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169 いつも　いつまでも　いっしょに！ ( 世界傑作童話シリーズ　※金の石筆賞（オランダ）受賞作品） フース・コイヤー作
ＹＵＪＩ絵
野坂悦子訳福音館書店 児童読み物 10/17

170 ハンナの学校 ( 文研ブックランド ） グロリア・ウィーラン文
スギヤマカナヨ絵
中家多惠子訳文研出版 児童読み物 10/30

171 小さなミンディの大かつやく エリック・キンメル文
バーバラ・マクリントック絵
福本友美子訳ほるぷ出版 児童読み物 10/下

172 テディ・ロビンソンとサンタクロース ジョーン・Ｇ・ロビンソン作・絵　　　　　　　　　小宮由訳岩波書店 児童読み物 10/25

173 あんたがサンタ？ 佐々木マキ文・絵 絵本館 児童読み物 10/中

174 新世界へ あべ弘士作・絵 偕成社 児童読み物 10/下

175 はんなちゃんがめをさましたら 酒井駒子文・絵 偕成社 児童読み物 10/下

176 ななちゃんのにじいろマフラー 石津ちひろ作
松成真理子絵教育画劇 児童読み物 10/下

177 ありがとう３組 乙武洋匡著 講談社 児童読み物 10/3

178 おひさまやのテーブルクロス ( どうわがいっぱい ） 茂市久美子文
よしざわけいこ絵講談社 児童読み物 10/25

179 あいうえおのえほん 内田麟太郎文
西村繁男絵童心社 児童読み物 10/4

180 ふうと　はなと　きじ ( ふうとはなの絵本３ ） いわむらかずお作・絵童心社 児童読み物 10/

181 おいっちに　おいっちに トミー・デ・パオラ作・絵
みらいなな訳童話屋 児童読み物 10/上

182 緑の精にまた会う日 リンダ・ニューベリー作
平澤朊子絵
野の水生訳徳間書店 児童読み物 10/中

183 モリス・レスモアとふしぎな空とぶ本 ウィリアム・ジョイス作・絵
おびかゆうこ訳徳間書店 児童読み物 10/11

184 サム、風をつかまえる ( おめでたこぶた　その２ ） アリソン・アトリー作
やまわきゆりこ絵
すがはらひろくに訳福音館書店 児童読み物 10/17

185 クリスマスのりんご　クリスマスをめぐる九つのお話( 世界傑作童話シリーズ ） ルース・ソーヤー文
アリソン・アトリーほか文
たかおゆうこ絵
上條由美子編訳福音館書店 児童読み物 10/3

186 地獄坂へまっしぐら！ ( マーヴィン・レッドポストシリーズ） ルイス・サッカー作
むかいながまさ絵
はらるい訳文研出版 児童読み物 10/30

187 縁の下の力持ち ( 工場の底力２　全４巻 ） こどもくらぶ編 かもがわ出版 児童ノンフィクション10/下

188 世界史図鑑　文明はドロからつくられた ティム・クーク著
増田ユリヤ監修
池内恵訳主婦の友社 児童ノンフィクション10/下

189 仏像がよくわかる事典（仮） ( 楽しい調べ学習シリーズ） 瓜生中監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション10/19

190 いつも　みていた ( 福音館の科学シリーズ ） ジャネット・ウィンター作・絵
まえざわあきえ訳福音館書店 児童ノンフィクション10/10

191 自転車の安全を考えよう～乗り方・整備・修理( Ｑ＆Ａ式　自転車完全マスター４　全４巻） こどもくらぶ編 ベースボール・マガジン社児童ノンフィクション10/12

192 線路 ( 見学しよう工事現場５　第２期　全４巻） 溝渕利明監修 ほるぷ出版 児童ノンフィクション10/下

193 はたらくくるま　くうこうで　だいかつやく 小森誠作・絵 教育画劇 児童ノンフィクション10/下

194 １４歳からわかる生活保護 ( １４歳の世渡り術 ） 雨宮処凛著 河出書房新社 ヤングアダルト10/15

195 ぼくの嘘 藤野恵美著 講談社 ヤングアダルト10/23

196 世の中への扉　弁当づくりで身につく力 竹下和男著 講談社 ヤングアダルト10/24

197 オレたちの明日に向かって 八束澄子作
柴田純与絵ポプラ社 ヤングアダルト10/上

198 コリドラス・テイルズ 斉藤洋作
ヨシタケシンスケ絵偕成社 ヤングアダルト10/上

199 ひらく、ひらく「バイオの世界」 日本生物工学会編化学同人 ヤングアダルト10/15

200 にっぽんの歳時記ずかん 平野恵理子著 幻冬舎 ヤングアダルト10/25


