
2012年11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 のぞきめ 三津田信三著 角川グループパブリッシング日本文芸書 11/29

2 玉兎の望 ※第７回小説現代長編新人賞受賞作品仁志耕一郎著 講談社 日本文芸書 11/8

3 ジョーの夢　新島襄と徳富蘇峰、そして八重 増田晶文著 講談社 日本文芸書 11/28

4 シロシロクビハダ 椰月美智子著 講談社 日本文芸書 11/20

5 チャイナ・フーリング 柴田哲孝著 講談社 日本文芸書 11/19

6 芳一 堀川アサコ著
やまだないと絵講談社 日本文芸書 11/15

7 めぐり逢い　新島八重回想記 鳥越碧著 講談社 日本文芸書 11/15

8 かおばな憑依帖 ※第２４回ファンタジーノベル大賞優秀賞受賞作品三國青葉著 新潮社 日本文芸書 11/22

9 盗人（ヌスット） 田牧大和著 新潮社 日本文芸書 11/22

10 福永武彦新生日記 福永武彦著 新潮社 日本文芸書 11/30

11 赦す人（ユルスヒト） 大崎善生著 新潮社 日本文芸書 11/28

12 絶対服従者（ワーカー） ※第２４回ファンタジーノベル大賞優秀賞受賞作品関俊介著 新潮社 日本文芸書 11/22

13 幕末会津の女たち、男たち 中村彰彦著 文芸春秋 日本文芸書 11/2

14 ふれられるよ、今は君のことを 橋本紡著 文芸春秋 日本文芸書 11/5

15 大きな音が聞こえるか 坂木司著 角川グループパブリッシング日本文芸書 11/30

16 つばめの日（仮） 柴崎友香著 角川グループパブリッシング日本文芸書 11/27

17 下に見る人（仮） 酒井順子著 角川グループパブリッシング日本文芸書 11/29

18 魔都の殺人者（仮）　陰の弁護士 藤田宜永著 角川グループパブリッシング日本文芸書 11/27

19 おしかくさま ※第４９回文藝賞受賞作品 谷川直子著 河出書房新社 日本文芸書 11/8

20 火口のふたり 白石一文著 河出書房新社 日本文芸書 11/9

21 空白を満たしなさい 平野啓一郎著 講談社 日本文芸書 11/26

22 千里伝　乾坤の児 仁木英之著
ちぇこ絵講談社 日本文芸書 11/27

23 逆回りのお散歩 三崎亜記著 集英社 日本文芸書 11/26

24 残り全部バケーション 伊坂幸太郎著 集英社 日本文芸書 11/下

25 噂の女 奥田英朗著 新潮社 日本文芸書 11/30

26 けさくしゃ 畠中恵著 新潮社 日本文芸書 11/22

27 何者 朝井リョウ著 新潮社 日本文芸書 11/30

28 マリアージュ・マリアージュ 金原ひとみ著 新潮社 日本文芸書 11/30

29 展覧会いまだ準備中 山本幸久著 中央公論新社 日本文芸書 11/25

30 維新銃姫伝（仮） 藤本ひとみ著 中央公論新社 日本文芸書 11/24

31 一私小説書きの日乗 西村賢太著 文芸春秋 日本文芸書 11/

32 旅猫リポート 有川浩著 文芸春秋 日本文芸書 11/13

33 沈黙のひと 小池真理子著 文芸春秋 日本文芸書 11/26

34 路（ルウ） 吉田修一著 文芸春秋 日本文芸書 11/7

35 無名の虎 ※第４回朝日時代小説大賞受賞作品仁志耕一郎著 朝日新聞出版 日本文芸書 11/5

36 強欲な羊 ( ミステリ・フロンティア ／※第７回ミステリーズ！新人賞受賞作品） 美輪和音著 東京創元社 日本文芸書 11/20

37 フライ・バイ・ワイヤ 石持浅海著 東京創元社 日本文芸書 11/28

38 鋼の綻び 相場英雄著 徳間書店 日本文芸書 11/13

39 ガッツン！神楽坂麻雀日記 伊集院静著 双葉社 日本文芸書 11/

40 君想曲 新堂冬樹著 双葉社 日本文芸書 11/20

41 残り火 小杉健治著 双葉社 日本文芸書 11/20

42 別れさせ屋の恋 新堂冬樹著 ポプラ社 日本文芸書 11/中

43 余りの風 堀江敏幸著 みすず書房 日本文芸書 11/下

44 私はフーイー　沖縄怪談短篇集 恒川光太郎著 メディアファクトリー日本文芸書 11/30

45 ウエストウイング 津村記久子著 朝日新聞出版 日本文芸書 11/7

46 ことり 小川洋子著 朝日新聞出版 日本文芸書 11/5

47 宿神３ ( 全４巻 ） 夢枕獏著 朝日新聞出版 日本文芸書 11/16

48 宿神４ ( 全４巻 ） 夢枕獏著 朝日新聞出版 日本文芸書 11/16

49 人生の旅をゆく２ よしもとばなな著 ＮＨＫ出版 日本文芸書 11/22

50 スタンダップダブル！ 小路幸也著 角川春樹事務所日本文芸書 11/13

51 帝都を復興せよ（仮） 江上剛著 光文社 日本文芸書 11/16

52 ブルーマーダー（仮） 誉田哲也著 光文社 日本文芸書 11/16

53 光秀曜変（仮） 岩井三四二著 光文社 日本文芸書 11/16

54 神去なあなあ夜話 三浦しをん著 徳間書店 日本文芸書 11/28

55 七つの会議 池井戸潤著 日本経済新聞出版社日本文芸書 11/1

56 ｏｖｅｒ　ｔｈｅ　ｅｄｇｅ ( ハヤカワ・ミステリワールド） 堂場舜一著 早川書房 日本文芸書 11/21
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57 まりしてん誾千代姫（ギンチヨヒメ） 山本兼一著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 11/9

58 大空のドロテ２ 瀬名秀明著 双葉社 日本文芸書 11/20

59 作家ソノミの甘くない生活 群ようこ著 毎日新聞社 日本文芸書 11/19

60 繚乱 黒川博行著 毎日新聞社 日本文芸書 11/中

61 冷血　上 ( 合田雄一郎シリーズ ） 高村薫著 毎日新聞社 日本文芸書 11/28

62 冷血　下 ( 合田雄一郎シリーズ ） 高村薫著 毎日新聞社 日本文芸書 11/28

63 眩談（ゲンダン） 京極夏彦著 メディアファクトリー日本文芸書 11/27

64 白鳥泥棒（仮）　上 エリザベス・コストヴァ著
高瀬素子訳ＮＨＫ出版 外国文芸書 11/

65 白鳥泥棒（仮）　下 エリザベス・コストヴァ著
高瀬素子訳ＮＨＫ出版 外国文芸書 11/

66 ボウエン幻想短篇集 エリザベス・ボウエン著
太田良子訳国書刊行会 外国文芸書 11/22

67 祖母の手帖 ( 新潮クレスト・ブックス ） ミレーナ・アグス著
中嶋浩郎訳新潮社 外国文芸書 11/30

68 世界が終わるわけではなく ( 海外文学セレクション ） ケイト・アトキンソン著
青木純子訳東京創元社 外国文芸書 11/28

69 アンデスのリトゥーマ マリオ・バルガス＝リョサ著
木村榮一訳岩波書店 外国文芸書 11/6

70 われらが背きし者 ジョン・ル・カレ著
上岡伸雄ほか訳岩波書店 外国文芸書 11/7

71 １４１７、その一冊が世界を変えた ※２０１１年度全米図書賞／２０１２年度ピューリッツァー賞受賞作品スティーブン・グリーンブラット著
河野純治訳柏書房 外国文芸書 11/25

72 ザ・コブラ　上 フレデリック・フォーサイス著角川グループパブリッシング外国文芸書 11/26

73 ザ・コブラ　下 フレデリック・フォーサイス著角川グループパブリッシング外国文芸書 11/26

74 からだに効く　和の薬膳便利帳 武鈴子著 家の光協会 くらしの実用書11/26

75 最新版　フルーツの盛り合わせとカットテクニック( 講談社のお料理ＢＯＯＫ） 平野泰三著 講談社 くらしの実用書11/15

76 センスよりコツ　素敵なひと皿　おいしそうに見えるルール５０( 講談社のお料理ＢＯＯＫ） 中村美穂著・絵 講談社 くらしの実用書11/28

77 ふだんのごはん　大切にしている５３の習慣 有元葉子著 筑摩書房 くらしの実用書11/8

78 らくらく七輪陶芸塾（仮） 近藤宏克監修
左古文男著日東書院 くらしの実用書11/下

79 もっとたっぷり　やさい流 有元葉子
ウー・ウェン著
高梨尚之著
朝日新聞編朝日新聞出版 くらしの実用書11/20

80 カノウユミコの野菜だけでおいしいスープ カノウユミコ著 家の光協会 くらしの実用書11/26

81 知識ゼロからの着物と遊ぶ 石橋富士子著 幻冬舎 くらしの実用書11/20

82 板チョコ１枚から作るかわいいチョコレートのお菓子 若山曜子著 主婦の友社 くらしの実用書11/21

83 昔ながらの常備奈と浅漬け 松本忠子著 主婦の友社 くらしの実用書11/16

84 ちいさなキャンドルクラフト 福間乃梨子著 誠文堂新光社 くらしの実用書11/22

85 手作りするペーパー小物の本 荻原奈美著
松本恵理ほか著誠文堂新光社 くらしの実用書11/19

86 焼き菓子の発想と技法 日高宣博著 誠文堂新光社 くらしの実用書11/14

87 おかゆ百選（仮） 精進編／高梨尚之著
中華編／翠香園著東京書籍 くらしの実用書11/上

88 １２歳でも理解できるようにお金の話をしてもらったら( 　　世界経済がめちゃくちゃわかってしまう本ができました！！） 佐々木かをり著
岩瀬大輔ほか著ダイヤモンド社ビジネス・くらしの経済11/1

89 新しい「年金」まるわかり・早わかり 田中章二著 中央経済社 ビジネス・くらしの経済11/

90 ファスト＆スロー　上　意思はどのようにして決まるか？( ハヤカワ・ノンフィクション） ダニエル・カーネマン著
村井章子訳早川書房 ビジネス・くらしの経済11/21

91 ファスト＆スロー　下　意思はどのようにして決まるか？( ハヤカワ・ノンフィクション） ダニエル・カーネマン著
村井章子訳早川書房 ビジネス・くらしの経済11/21

92 あせったり困ったりしない、失業保険でお金と心を解決する本 佐藤真著 ぱる出版 ビジネス・くらしの経済11/22

93 野菜の品質・収量アップ　連作のすすめ 木嶋利男著 家の光協会 すまいと住宅11/26

94 花屋さんが知っておきたい花の小事典 宇田明著
桐生進著農山漁村文化協会すまいと住宅11/25

95 ぼくらの近代建築デラックス！ 万城目学著
門井慶喜著文芸春秋 すまいと住宅11/8

96 モーツァルトとレクター博士の医学講座 久坂部羊著 講談社 健康と家庭の医学11/12

97 乳がん ( よくわかる最新医学 ） 山内英子著 主婦の友社 健康と家庭の医学11/16

98 熟睡する技術 古賀良彦著 メディアファクトリー健康と家庭の医学11/30

99 つくってあげたいシニアの「置き弁」 ( あしたの生活 ） 舘野鏡子著 ＮＨＫ出版 教育と福祉 11/17

100 今考える　親のためにできること　できないこと 和田秀樹著 主婦の友社 教育と福祉 11/下

101 団塊世代の孫育てのススメ 宮本まき子著 中央法規出版 教育と福祉 11/上

102 決定版　編集者の著作権基礎知識（仮） ( ユニ知的所有権ブックス） 豊田きいち著 太田出版 くらしの法律11/中

103 すぐに役立つ　最新　交通事故の法律とトラブル解決マニュアル 奈良恒則監修 三修社 くらしの法律11/

104 合戦の日本史 本郷和人著 角川グループパブリッシング歴史と紀行 11/19

105 図説　大奥の世界 ( ふくろうの本／日本の歴史） 山本博文著 河出書房新社 歴史と紀行 11/9

106 大津波を生きる　巨大防潮堤と田老百年のいとなみ 高山文彦著 新潮社 歴史と紀行 11/30

107 ビジュアル　明治クロニクル 世界文化社 歴史と紀行 11/20

108 百人一首で読み解く平安時代 吉海直人著 角川グループパブリッシング日本の文化 11/19

109 図説　宮中晩餐会 ( ふくろうの本／日本の文化） 松平乘昌著 河出書房新社 日本の文化 11/9

110 香道を楽しむための　組香入門 谷口ちぐさ著 淡交社 日本の文化 11/12

111 言語が違えば、世界も違って見えるわけ ※年間ベストブック受賞作品（エコノミスト誌／ファイナンシャルタイムズ誌）ガイ・ドイッチャー著合同出版（発売）／インターシフト（発行）世界の文化 11/20

112 トウガラシで世界をみる カート・マイケル・フリーズ著
クレイグ・クラフトほか著
田内しょうこ訳春秋社 世界の文化 11/下
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113 月（仮） ベアント・ブルンナー著
山川純子訳白水社 世界の文化 11/下

114 この国はどこで間違えたのか　沖縄と福島から見た日本 辺見庸著
内田樹ほか著徳間書店 現代社会 11/7

115 この社会で戦う君に「知の世界地図」をあげよう 池上彰著 文芸春秋 現代社会 11/13

116 文芸春秋オピニオン　２０１３年の論点１００（仮）( 文春ムック ） 文芸春秋 現代社会 11/13

117 水の日本地図　水が映す人と自然 沖大幹著
村上道夫ほか著朝日新聞出版 現代社会 11/20

118 地方議会の１２か月（仮） 尾崎善造著 学陽書房 現代社会 11/中

119 エンジェルフライト　国際霊柩送還士 ※第１０回開高健ノンフィクション賞受賞作品佐々涼子著 集英社 現代社会 11/26

120 解雇最前線！ 鈴木剛著 旬報社 現代社会 11/25

121 犬のココロをよむ ( 岩波科学ライブラリー１９９） 菊水健史著
永澤美保著岩波書店 サイエンス 11/7

122 パンデミック新時代　人類の進化とウイルスの謎に迫る ネイサン・ウルフ著
高橋則明訳ＮＨＫ出版 サイエンス 11/28

123 とてつもない宇宙 ブライアン・ゲンスラー著
松浦俊輔訳河出書房新社 サイエンス 11/9

124 数字の国のミステリー マーカス・デュ・ソートイ著
冨永星訳新潮社 サイエンス 11/30

125 日本電化小史（仮） 橋爪紳也著 太田出版 テクノロジー11/22

126 通信技術が一番わかる（仮） ( しくみ図解 ） 谷口功著 技術評論社 テクノロジー11/1

127 バレーボール　監督・コーチ入門 小川良樹監修 池田書店 芸術・スポーツ11/上

128 作家別　あの名画に会える美術館ガイド（西洋絵画篇） 千足伸行編著
林綾野編著講談社 芸術・スポーツ11/21

129 早川雪洲　日本初の国際映画スター 中川織江著 講談社 芸術・スポーツ11/22

130 明治演劇史 渡辺保著 講談社 芸術・スポーツ11/20

131 ムンクの世界（仮）　誕生１５０周年記念 新人物往来社編 新人物往来社 芸術・スポーツ11/

132 ドガ　踊り子の画家 ( 「知の再発見」双書１５６） アンリ・ロワレット著
千足伸行監修創元社 芸術・スポーツ11/2

133 お芋で版画生活（仮） 小町谷新子著 日貿出版社 芸術・スポーツ11/中

134 学べる！山歩きの地図読み 佐々木亨著 山と渓谷社 芸術・スポーツ11/22

135 原点から考えるオンライン出版（仮） ( ユニ知的所有権ブックス） 北村行夫著 太田出版 ライブラリアン11/下

136 まど・みちお　人生処方詩集 ( コロナ・ブックス ） まどみちお詩・絵
市河紀子選平凡社 ライブラリアン11/21

137 分厚い本と熱い本 丸谷才一編
池澤夏樹編毎日新聞社 ライブラリアン11/下

138 船で空飛ぶ妖怪クルーズ ( 妖怪道中膝栗毛４ ） 三田村信行作
十々夜絵あかね書房 児童読み物 11/

139 おにいちゃんの歌は、せかいいち！ ウルフ・ニルソン文
エヴァ・エリクソン絵
菱木晃子訳あすなろ書房 児童読み物 11/

140 リロダ　希望の扉 渡辺有理子作
小渕もも絵アリス館 児童読み物 11/10

141 元禄の雪 ( 白狐魔記６ ） 斉藤洋作
高畠純画偕成社 児童読み物 11/13

142 さかさんぼの日 ルース・クラウス作
マーク・シーモント絵
三原泉訳偕成社 児童読み物 11/7

143 ふしぎなイヌとぼくのひみつ くさのたき作
つじむらあゆこ絵金の星社 児童読み物 11/

144 おとのさまのじてんしゃ ( おはなしみーつけた！シリーズ） 中川ひろたか作
田中六大絵佼成出版社 児童読み物 11/30

145 ねえたんが　すきなのに ( クローバーえほんシリーズ） かさいまり作
鈴木まもる絵佼成出版社 児童読み物 11/30

146 一さつのおくりもの ( どうわがいっぱい９０ ） 森山京作
鴨下潤絵講談社 児童読み物 11/29

147 つるばら村の魔法のパン ( つるばら村シリーズ ） 茂市久美子作
中村悦子絵講談社 児童読み物 11/8

148 ぴったりのクリスマス ブラック・バーディ作
ビアードショー・ロザリンド絵小学館 児童読み物 11/7

149 まいごの　ワンちゃん　あずかってます アダム・ストーワー作・絵
ふしみみさを訳小学館 児童読み物 11/21

150 インヘリタンス　果てなき旅　上 ( ドラゴンライダーＢＯＯＫ４） クリストファー・パオリーニ著
大嶌双恵訳静山社 児童読み物 11/15

151 インヘリタンス　果てなき旅　下 ( ドラゴンライダーＢＯＯＫ４） クリストファー・パオリーニ著
大嶌双恵訳静山社 児童読み物 11/15

152 からっぽの　くつした リチャード・カーティス作
レベッカ・コッブ絵
木原悦子訳世界文化社 児童読み物 11/1

153 ０てんに　かんぱい！ 宮川ひろ作
小泉るみ子絵童心社 児童読み物 11/

154 ぼくとヨシュと水色の空 ジーグリット・ツェーフェルト作
はたさわゆうこ訳徳間書店 児童読み物 11/10

155 きかんしゃがとおるよ マーガレット・ワイズ・ブラウン文
レナード・ワイスガード絵
こみやゆう訳長崎出版 児童読み物 11/16

156 鰹のたんぽぽ釣り ( 福音館創作童話シリーズ／ラビントットと空の魚１） 越智典子作
にしざかひろみ絵福音館書店 児童読み物 11/14

157 神々の母に捧げる詩　続アメリカ・インディアンの詩( 福音館の単行本 ） 金関寿夫訳
秋野亥左牟絵福音館書店 児童読み物 11/14

158 ライジング父サン くすのきしげのり作
松成真理子絵フレーベル館 児童読み物 11/

159 だいすき、でも、でもね ( えほんのもり ） 二宮由紀子作
市居みか絵文研出版 児童読み物 11/30

160 マウとバウのクリスマス ( 文研ブックランド ） ティモ・パルヴェラ作
矢島眞澄絵
末延弘子訳文研出版 児童読み物 11/30

161 夜の学校 ( 文研じゅべにーる ） 田村理江作
佐竹美保絵文研出版 児童読み物 11/30

162 いたずら人形チョロップと名犬シロ ( ポプラ物語館４５ ） たかどのほうこ作・絵ポプラ社 児童読み物 11/

163 おやすみなさいのおともだち ( ポプラせかいの絵本３１） ケイト・バンクス作
ゲオルグ・ハレンスレーベン絵
肥田美代子訳ポプラ社 児童読み物 11/

164 しずかな、クリスマスのほん デボラ・アンダーウッド文
レナータ・リウスカ絵
江國香織訳光村教育図書 児童読み物 11/12

165 ねむるまえにクマは フィリップ・Ｃ・ステッド作
エリン・Ｅ・ステッド絵
青山南訳光村教育図書 児童読み物 11/

166 かえでの葉っぱ デイジー・ムラースコヴァー文
出久根育絵
関沢明子訳理論社 児童読み物 11/

167 金色の髪のお姫さま　チェコの昔話集 カレル・ヤロミール・エルベン文
アルトゥシ・シャイネル絵
木村有子訳岩波書店 児童読み物 11/13

168 クリスマスってなあに？ ジョーン・Ｇ・ロビンソン文・絵
こみやゆう訳岩波書店 児童読み物 11/7
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169 仮名手本忠臣蔵 金原瑞人翻案
佐竹美保絵
竹田出雲原作偕成社 児童読み物 11/5

170 劇団６年２組 ( ティーンズ文学館 ） 吉野万理子作
宮尾和孝絵学研マーケティング児童読み物 11/13

171 ヤンカのにんぎょうげき どいかや作・絵 学研マーケティング児童読み物 11/6

172 くろくまレストランのひみつ 小手鞠るい作
土田義晴絵金の星社 児童読み物 11/中

173 ちがうねん ジョン・クラッセン作
長谷川義史訳クレヨンハウス 児童読み物 11/15

174 まゆげちゃん ( 講談社の創作絵本 ） 真珠まりこ作・絵 講談社 児童読み物 11/12

175 なぞのワゴン車を追え！ ( 名探偵犬バディ３ ／※２０１１年度エドガー・アラン・ポー賞児童図書受賞作品） ドリー・ヒルスタッド・バトラー作
もりうちすみこ訳国土社 児童読み物 11/

176 十二支のしんねんかい みきつきみ文
柳原良平画こぐま社 児童読み物 11/

177 パンやのろくちゃん　だからね ( おひさまのほん ） 長谷川義史作・絵 小学館 児童読み物 11/13

178 あたし　ゆきおんな ( 絵本・こどものひろば ） 富安陽子文
飯野和好絵童心社 児童読み物 11/

179 このフクロウったら！このブタったら！（仮） アーノルド・ローベル作
エイドリアン・ローベル彩色
アーサー・ビナード訳長崎出版 児童読み物 11/

180 ねずみのオスカーとはるのおくりもの リリアン・ホーバン作・絵
みはらいずみ訳のら書店 児童読み物 11/

181 かいじゅうのさがしもの 富安陽子作
あおきひろえ絵ひさかたチャイルド児童読み物 11/5

182 みて、ほんだよ！ リビー・グリーソン文
フレヤ・ブラックウッド絵
谷川俊太郎訳光村教育図書 児童読み物 11/

183 キッズペディアこども大百科　　大図解 ( こども大百科シリーズ２ ） 小学館編 小学館 児童ノンフィクション11/30

184 近世の画家～葛飾北斎、俵屋宗達、雪舟ほか～( 教科書に出てくる日本の画家　全３巻） 糸井邦男監修
伊野孝行イラスト　　工藤美也子著汐文社 児童ノンフィクション11/25

185 身近なものができるまで　工場見学！家にあるもの 中村智彦監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション11/

186 パンがいっぱい ( ランドセルブックス ） 大村次郷写真・文 福音館書店 児童ノンフィクション11/7

187 港 ( 見学しよう工事現場６　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11/

188 雲ごよみ 高橋健司著 山川出版社 児童ノンフィクション11/9

189 クロテン ( 写真絵本シリーズ６ ） 竹田津実文・写真 アリス館 児童ノンフィクション11/15

190 図書館のはじまり・うつりかわり ( 図書館のすべてがわかる本１　全４巻） 秋田喜代美監修
こどもくらぶ編岩崎書店 児童ノンフィクション11/

191 山に肉をとりに行く ( ちしきのぽけっと１５ ） 田口茂男写真 岩崎書店 児童ノンフィクション11/

192 絵で見る衣服とくらしの歴史 菊地ひと美文・絵 講談社 児童ノンフィクション11/12

193 校舎・校庭編 ( ビジュアル版学校の歴史３　全４巻） 岩本努著
保坂和雄著
渡辺賢二著汐文社 児童ノンフィクション11/27

194 世界とであうえほん 辻原康夫監修
村田弘子文
てづかあけみ絵ピエ・ブックス（発売）／パイインターナショナル（発行）児童ノンフィクション11/

195 水は、 ( ランドセルブックス ） 山下大明写真・文 福音館書店 児童ノンフィクション11/7

196 災害・防災図鑑 環境防災総合政策研究機構企画・編集
河田恵昭ほか監修文溪堂 児童ノンフィクション11/

197 昆虫 ( ポプラディア大図鑑　ＷＯＮＤＡ） 寺山守監修 ポプラ社 児童ノンフィクション11/中

198 動物 ( ポプラディア大図鑑　ＷＯＮＤＡ） 寺山守監修 ポプラ社 児童ノンフィクション11/中

199 星と星座 ( ポプラディア大図鑑　ＷＯＮＤＡ） 寺山守監修 ポプラ社 児童ノンフィクション11/中

200 クレイジー・サマー（仮） ( 鈴木出版の海外児童文学） リタ・ウィリアムズ＝ガルシア著
代田亜香子訳鈴木出版 ヤングアダルト11/下

201 学歴・競争・人生 ( シリーズ「どう考える？ニッポンの教育問題」） 吉川徹著
中村高康著日本図書センターヤングアダルト11/中

202 学校へ行く意味・休む意味 ( シリーズ「どう考える？ニッポンの教育問題」） 滝川一廣著 日本図書センターヤングアダルト11/中

203 オチケン、危機一髪！！！ 大倉崇裕著 ＰＨＰ研究所 ヤングアダルト11/20

204 漫画家生活６０年（仮） ( １００年インタビューシリーズ） 藤子不二雄Ａ著 ＰＨＰ研究所 ヤングアダルト11/20

205 天才ジョニーの秘密 ( 海外ミステリーＢＯＸ ） エレナー・アップデール作
こだまともこ訳評論社 ヤングアダルト11/15

206 海神の息子 ( オリンポスの神々と７人の英雄　） リック・リオーダン著
金原瑞人訳
小林みき訳ほるぷ出版 ヤングアダルト11/2

207 消えた被告人　 ( 少年弁護士セオの事件簿３　全６巻予定） ジョン・グリシャム作
石崎洋司訳岩崎書店 ヤングアダルト11/

208 「はてしない物語」事典 ローマン＆パトリック・ホッケ編著
丘沢静也ほか訳岩波書店 ヤングアダルト11/28

209 ＲＤＧ６　レッドデータガール　星降る夜に願うこと( カドカワ銀のさじシリーズ） 荻原規子著 角川グループパブリッシングヤングアダルト11/27

210 幕が上がる 平田オリザ著 講談社 ヤングアダルト11/7

211 わからん薬学事始 ( ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ） まはら三桃著 講談社 ヤングアダルト11/

212 魔王がいた街　 ( ここはボツコニアン２ ） 宮部みゆき著 集英社 ヤングアダルト11/21

213 赤い吸血ヒル　 ( ヤング・シャーロック・ホームズ２　全３巻） アンドリュー・レーン著
田村義進訳静山社 ヤングアダルト11/15

214 両手を奪われても マリアトゥ・カマラ著
スーザン・マクリーランド著汐文社 ヤングアダルト11/

215 問う者、答える者　上 ( 混沌（カオス）の叫び２ ／※コスタ賞児童書部門受賞作品） パトリック・ネス著
金原瑞人ほか訳東京創元社 ヤングアダルト11/28

216 問う者、答える者　下 ( 混沌（カオス）の叫び２／ ※コスタ賞児童書部門受賞作品） パトリック・ネス著
金原瑞人ほか訳東京創元社 ヤングアダルト11/28


