
2013年9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 アンフォゲッタブル ※2013年第33回横溝正史ミステリ大賞受賞作品伊兼源太郎著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 9/24

2 コペルニクス隧道＇仮（ ＇ ＮＯＶＡコレクション （谷甲州著 河出書房新社日本文芸書 9/25

3 ジャックを殺せ、 今村友紀著 河出書房新社日本文芸書 9/10

4 時の審廷 芦辺拓著 講談社 日本文芸書 9/25

5 未明の闘争 保坂和志著 講談社 日本文芸書 9/26

6 ジ、エクストリーム、スキヤキ 前田司郎著 集英社 日本文芸書 9/下

7 千度呼べば 新川和江著 新潮社 日本文芸書 9/26

8 ブラックライダー 東山彰良著 新潮社 日本文芸書 9/18

9 四月、不浄の塔の下で二人は 平山瑞穂著 中央公論新社日本文芸書 9/20

10 読書について 小林秀雄著 中央公論新社日本文芸書 9/20

11 黒鉄の志士たち 植松三十里著 文藝春秋 日本文芸書 9/10

12 さわらびの譜 葉室麟著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 9/25

13 黙示録 池上永一著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 9/30

14 祈りの幕が下りる時 東野圭吾著 講談社 日本文芸書 9/13

15 おはなしして子ちゃん 藤野可織著 講談社 日本文芸書 9/26

16 傷 堂場瞬一著 講談社 日本文芸書 9/18

17 昼田とハッコウ 山崎ナオコーラ著講談社 日本文芸書 9/24

18 お伊勢ものがたり　親子三代道中記 梶よう子著 集英社 日本文芸書 9/26

19 別れの挨拶 丸谷才一著 集英社 日本文芸書 9/下

20 ゼツメツ尐年 重松清著 新潮社 日本文芸書 9/18

21 ハルモニア 鹿島田真希著 新潮社 日本文芸書 9/26

22 偸盗の夜　高瀬川女船歌 澤田ふじ子著 中央公論新社日本文芸書 9/20

23 海民襲来＇仮（ 麻生幾著 文藝春秋 日本文芸書 9/

24 検察側の罪人 雫井脩介著 文藝春秋 日本文芸書 9/11

25 十一月に死んだ悪魔 愛川晶著 文藝春秋 日本文芸書 9/18

26 スナックちどり よしもとばなな著文藝春秋 日本文芸書 9/27

27 とっぴんぱらりの風太郎 万城目学著 文藝春秋 日本文芸書 9/26

28 黒警 月村了衛著 朝日新聞出版日本文芸書 9/6

29 小さいもの、大きいこと 金井美恵子著 朝日新聞出版日本文芸書 9/20

30 代書屋ミクラ 松崎有理著 光文社 日本文芸書 9/18

31 アリス殺し ＇ 創元クライム・クラブ （ 小林泰三著 東京創元社 日本文芸書 9/19

32 わたしのリミット 松尾由美著 東京創元社 日本文芸書 9/27

33 ヤマの疾風 西村健著 徳間書店 日本文芸書 9/21

34 コンチェルト・ダスト 中里友香著 早川書房 日本文芸書 9/20

35 白戸修の逃亡 ＇ 白戸修シリーズ （ 大倉崇裕著 双葉社 日本文芸書 9/17

36 メーソンと世界遺産 ＇ ナマコのからえばり　８ （ 椎名誠著 毎日新聞社 日本文芸書 9/18

37 明治・妖モダン 畠中恵著 朝日新聞出版日本文芸書 9/6

38 ユニコーン　ジョルジュ・サンドの遺言 原田マハ著 ＮＨＫ出版 日本文芸書 9/25

39 伊藤くん　ＡｔｏＥ 柚木麻子著 幻冬舎 日本文芸書 9/25

40 去年の冬、きみと別れ＇仮（ 中村文則著 幻冬舎 日本文芸書 9/25

41 昭和の犬 姫野カオルコ著幻冬舎 日本文芸書 9/10

42 だったらボクがやる 幸田真音著 幻冬舎 日本文芸書 9/

43 ヴルスト！ヴルスト！ヴルスト！ 原宏一著 光文社 日本文芸書 9/18

44 三月 大島真寿美著 光文社 日本文芸書 9/18

45 ミーコの宝箱 森沢明夫著 光文社 日本文芸書 9/18

46 あなたにつながる記憶のすべて 小手鞠るい著 実業之日本社日本文芸書 9/上

47 かの名はポンパドール 佐藤賢一著 世界文化社 日本文芸書 9/10

48 リバーサイド・チルドレン ＇ ミステリ・フロンティア （ 梓崎優著 東京創元社 日本文芸書 9/10
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49 第Ⅱ捜査官 安東能明著 徳間書店 日本文芸書 9/11

50 かりんとう侍 中島要著 双葉社 日本文芸書 9/17

51 ともえ 諸田玲子著 平凡社 日本文芸書 9/4

52 海と月の迷路 大沢在昌著 毎日新聞社 日本文芸書 9/

53 グアバの香り　ガルシア＝マルケスとの対話 Ｇ．ガルシア＝マルケス著
Ｐ・Ａ・メンドーサ聞き 手　木村栄一岩波書店 外国文芸書 9/27

54 ダイバージェント＇異端者（ ベロニカ・ロス著ＫＡＤＯＫＡＷＡ外国文芸書 9/24

55 絶倫の人　小説Ｈ・Ｇ・ウェルズ デイヴィッド・ロッジ著
高儀進訳白水社 外国文芸書 9/下

56 恋しくて　ＴＥＮ　ＳＥＬＥＣＴＥＤ　ＬＯＶＥ　ＳＴＯＲＩＥＳ 村上春樹編訳 中央公論新社外国文芸書 9/10

57 世界恐慌　上　経済を破綻させた４人の中央銀行総裁　※筑摩選書 ２０１０年ピュリッツァー賞受賞作品 ライアカット・アハメド著
吉田利子訳筑摩書房 外国文芸書 9/12

58 世界恐慌　下　経済を破綻させた４人の中央銀行総裁※筑摩選書 ２０１０年ピュリッツァー賞受賞作品ライアカット・アハメド著
吉田利子訳筑摩書房 外国文芸書 9/12

59 銀行強盗にあって妻が縮んでしまった事件 アンドリュー・カウフマン著
田内志文訳東京創元社 外国文芸書 9/10

60 カルニヴィア　１　禁忌　 ＇ ハヤカワ・ミステリ　　全３巻（ ジョナサン・ホルト著
奥村章子訳早川書房 外国文芸書 9/4

61 罪人を召し出せ ※２０１２年ブッカー賞／コスタ賞受賞作品ヒラリー・マンテル著
宇佐川晶子訳早川書房 外国文芸書 9/19

62 竜との舞踏　１　 ＇ 氷と炎の歌　５　　全３巻（ ジョージ・Ｒ・Ｒ・マーティン著
酒井昭伸訳早川書房 外国文芸書 9/19

63 １１／２２／６３　上 スティーヴン・キング著
白石朗訳文藝春秋 外国文芸書 9/13

64 １１／２２／６３　下 ＇ 家の光協会 （ スティーヴン・キング著
白石朗訳文藝春秋 外国文芸書 9/13

65 野菜料理１００皿 渡辺有子著 家の光協会 くらしの実用書9/27

66 朝持っていくだけ　テキトー弁当 しらいしやすこ監修
こいしゆうかイラスト池田書店 くらしの実用書9/

67 使える牛肉レシピ 吉岡英尋著
有馬邦明著
菰田欣也著
金順子著柴田書店 くらしの実用書9/27

68 はじめてのふろしき 久保村正髙監修主婦の友社 くらしの実用書9/13

69 毛糸玉使いきりニット　セーターから小物まで 文化出版局編 文化出版局 くらしの実用書9/中

70 旬をおいしく！やさい流 朝日新聞社編　　　　　　　　　有元葉子著
ウー・ウェンほか著朝日新聞出版くらしの実用書9/20

71 毎日の台所　ラクをする工夫とおいしいレシピ 松村眞由子著 池田書店 くらしの実用書9/10

72 水引アレンジＢＯＯＫ 長浦ちえ著 エクスナレッジくらしの実用書9/27

73 これで料理力アップ　おかず大百科 ＇ 別冊ＮＨＫきょうの料理（ ＮＨＫ出版編 ＮＨＫ出版 くらしの実用書9/19

74 すぐ編めて、すぐ使える！　シンプルな指なし手袋とリストウォーマー 河出書房新社編集部編河出書房新社くらしの実用書9/13

75 ほっこりあったか　手編みのルームシューズ＇仮（ Ｓａｃｈｉｙｏ）Ｆｕｋａｏ著河出書房新社くらしの実用書9/9

76 かわいい形のポンポンづくり ポンポンズ著 グラフィック社くらしの実用書9/下

77 すべてがわかる！「豆類」事典 加藤淳監修
宗像伸子監修世界文化社 くらしの実用書9/23

78 アレルギーっ子のあんしん　あんぜん！おやつ 小田真規子著
スタジオナッツ著世界文化社 くらしの実用書9/13

79 味噌汁専門店の具だくさん味噌汁１００ 美噲元監修 世界文化社 くらしの実用書9/2

80 図解　包み方・たたみ方大事典＇仮（ 毎田祥子監修 日東書院本社くらしの実用書9/26

81 はじめての手づくりキャンドル ＇ Ｈｅａｒｔ　Ｗａｒｍｉｎｇ　Ｌｉｆｅ　Ｓｅｒｉｅｓ（ カメヤマキャンドルハウス監修日本ヴォーグ社くらしの実用書9/25

82 はじめての「マーケティング」１年生 宮崎哲也著 明日香出版社ビジネス・くらしの経済9/11

83 統計は中学数学でここまでできる！ 内田学著
兼子良久著東洋経済新報社ビジネス・くらしの経済9/12

84 決定力！正解を導く４つのプロセス＇仮（ チップ・ハース＆ダン・ハース著
千葉敏生訳早川書房 ビジネス・くらしの経済9/19

85 育てて味わう　はじめてのベリー 小林幹夫著
飯塚有紀子著家の光協会 すまいと住宅9/27
86 寄せ植えスタイリングブック　草花の魅力を１２０％引き出す＇ 生活実用シリーズ　ＮＨＫ趣味の園芸（ 上田広樹著 ＮＨＫ出版 すまいと住宅9/27
87 ＤＩＹでできる壁紙リノベーション 住まいと暮らしの雑誌編集部編主婦と生活社すまいと住宅9/27
88 働く！　工具図鑑 高野倉匡人著 主婦の友社 すまいと住宅9/24
89 よく咲く鉢バラの育て方 ＇ α ブックス （ 鈴木満男監修 主婦の友社 すまいと住宅9/12
90 散歩で見かける　木の実の呼び名事典 亀田龍吉著 世界文化社 すまいと住宅9/2
91 農家が教える　桐島畑の絶品野菜づくり１ ＇ 全２巻 （ 桐島正一著 農山漁村文化協会すまいと住宅9/20
92 シェルフを作ろう！　はじめてのＤＩＹ＇仮（ ＇ レッスンシリーズ （ パッチワーク通信社すまいと住宅9/26
93 乳がん　納得のいく治療を選ぶために 岩田広治総監修
ＮＨＫ出版編ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学9/19
94 パーフェクト図解　病院のすべて 松井宏夫監修 学研マーケティング健康と家庭の医学9/17
95 依存症があらわれるとき ＇ こころライブラリー （ 廣中直行著 講談社 健康と家庭の医学9/19
96 双極性障害＇躁うつ病（の人の気持ちを考える本＇ こころライブラリー　イラスト版（ 加藤忠史監修 講談社 健康と家庭の医学9/25
97 認知症と見分けにくい「老年期うつ病」がよくわかる本＇ 健康ライブラリー　イラスト版（ 三村將監修 講談社 健康と家庭の医学9/10
98 乳がんって遺伝するの？ 山内英子著
吉野美紀子著主婦の友社 健康と家庭の医学9/26
99 全部見える　図解　呼吸器疾患 成美堂出版編集部編成美堂出版 健康と家庭の医学9/10

100 スーパー図解　関節リウマチ ＇ トップ専門医の「家庭の医学」シリーズ（ 林泰史監修 法研 健康と家庭の医学9/上
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101 吃音のこと、わかってください 北川敬一著 岩崎書店 教育と福祉 9/
102 最新版　上手に活用！　介護保険＆介護サービス 中村聡樹監修 学研マーケティング教育と福祉 9/18
103 続・発達がわかれば子どもが見える 田中真介監修
乳幼児保育研究会編著ぎょうせい 教育と福祉 9/上
104 ０歳からのアレルギー予防がよくわかる本 関谷剛著 廣済堂出版 教育と福祉 9/中
105 やりなおし介護保険　再起動するための２０の方法 増子忠道著
宮崎和加子編筑摩書房 教育と福祉 9/25
106 どうか忘れないでください、子どものことを。 佐々木正美著 ポプラ社 教育と福祉 9/
107 戸籍とは何か　国家・国籍・日本人 遠藤正敬著 明石書店 くらしの法律9/下
108 日本の銅像　完全名鑑 ＇ 廣済堂ベストムック （ 廣済堂出版 歴史と紀行 9/下
109 海の武士団　水軍と海賊のあいだ ＇ 講談社選書メチエ５５９（ 黒嶋敏著 講談社 歴史と紀行 9/10
110 シナ海域　蜃気楼王国の興亡 上田信著 講談社 歴史と紀行 9/10
111 女王エリザベス二世＇仮（ ＇ 新潮選書 （ 黒岩徹著 新潮社 歴史と紀行 9/25
112 世界は球の如し　日本人世界一周物語 熊田忠雄著 新潮社 歴史と紀行 9/30
113 ビジュアル歴史図鑑　２０世紀 Ｒ．Ｇ．グラントほか著
尾澤和幸訳日経ＢＰマーケティング歴史と紀行 9/10
114 歴史という武器 山内昌之著 文藝春秋 歴史と紀行 9/6
115 レンズが撮らえた１５０年前の日本 小沢健志監修 山川出版社 歴史と紀行 9/上
116 民俗芸能探訪ガイドブック 星野紘編
宮田繁幸ほか編国書刊行会 日本の文化 9/20
117 能はこんなに面白い！ 内田樹著
観世清和著小学館 日本の文化 9/10
118 変り兜　戦国のＣＯＯＬ　ＤＥＳＩＧＮ ＇ とんぼの本 （ 橋本麻里著 新潮社 日本の文化 9/20
119 兎とかたちの日本文化 今橋理子著 東京大学出版会日本の文化 9/25
120 図説　アルプスの尐女ハイジ ＇ ふくろうの本／世界の文化（ 千葉香織著
川島隆著河出書房新社世界の文化 9/13
121 三面記事の歴史 ロミ著
土屋和之訳国書刊行会 世界の文化 9/25
122 タワーの文化史 河村英和著 丸善出版 世界の文化 9/上
123 子どもの貧困と教育費 鳫咲子著 明石書店 現代社会 9/下
124 働きアリは幸せなのか 長谷川英祐著 講談社 現代社会 9/25
125 学校では教えてくれない冷戦後の現代史＇仮（＇ 池上彰の東工大講義 （ 池上彰著 文藝春秋 現代社会 9/26
126 間違いだらけの生活保護「改革」 生活保護問題対策全国会議編明石書店 現代社会 9/上
127 原発と活断層　-「想定外」は許されない- ＇ 岩波科学ライブラリー２１２（ 鈴木康弘著 岩波書店 現代社会 9/4
128 ネット選挙とデジタル・デモクラシー 西田亮介著　　　　　　伊槻雅裕著ＮＨＫ出版 現代社会 9/10
129 情報漏洩　９割はあなたのうっかりミス 中田亨著 日本経済新聞出版社現代社会 9/20
130 命がけで南極に住んでみた ガブリエル・ウォーカー著
仙名紀訳柏書房 サイエンス 9/
131 カラスの科学＇仮（　最も進化した鳥の驚くべき頭脳 ジョン・マーズラフ著
トニー・エンジェル著河出書房新社サイエンス 9/13
132 クマムシ博士の「最強生物」学講座 堀川大樹著 新潮社 サイエンス 9/18
133 カビ・キノコが語る地球の歴史 小川真著 築地書館 サイエンス 9/下
134 博物学の時間　大自然に学ぶサイエンス 青木淳一著 東京大学出版会サイエンス 9/5
135 ＩＰＳ細胞の世界 山中伸弥監修
京都大学ｉＰＳ細胞研究所編著日刊工業新聞社サイエンス 9/20
136 ビジュアル図鑑　写真で比べる地球の姿 幾島幸子訳
関利枝子訳日経ＢＰマーケティングサイエンス 9/4
137 物理学３大理論＇仮（ ＇ Ｎｅｗｔｏｎ別冊 （ ニュートンプレスサイエンス 9/27
138 電池のすべてが一番わかる＇仮（ ＇ しくみ図鑑 （ 福田京平著 技術評論社 テクノロジー9/13
139 図解入門　よくわかる最新太陽発電の基本と仕組み 岡田至祟著 秀和システムテクノロジー9/
140 トコトンやさしいエントロピーの本 ＇ 今日からモノ知りシリーズ（ 太田健一郎監修
石原顕光著日刊工業新聞社テクノロジー9/25
141 図説　世界史を変えた５０の機械 エリック・シャリーン著
柴田譲治訳原書房 テクノロジー9/10
142 むかしむかしの絵本の挿し絵 エイミー・ワインスタイン著グラフィック社芸術・スポーツ9/25
143 よくわかる水彩風景スケッチ 五十嵐吉彦著 グラフィック社芸術・スポーツ9/上
144 すぐに試合で役に立つ！　サッカーのルール・審判の基本＇ ＬＥＶＥＬ　ＵＰ　ＢＯＯＫ （ 小幡真一郎監修実業之日本社芸術・スポーツ9/18
145 まるごとハーモニカの本 山内秀紀著 青弓社 芸術・スポーツ9/25
146 書画の世界　楽しむためのコツ 田中大著
檀ふみ著淡交社 芸術・スポーツ9/下
147 クリムト作品集 千足伸行著 東京美術 芸術・スポーツ9/27
148 まるごと三菱一号館美術館　近代への扉を開く 三菱一号館美術館編東京美術 芸術・スポーツ9/30
149 光の祈り 藤城清治著 白泉社 芸術・スポーツ9/27
150 図書館と表現の自由 松井茂記著 岩波書店 ライブラリアン9/26
151 それからのエリス　いま明らかになる鴎外「舞姫」の面影 六草いちか著 講談社 ライブラリアン9/3
152 「なんでも学べる学校図書館」をつくる　ブックカタログ＆データ集 片岡則夫編著 尐年写真新聞社ライブラリアン9/上
153 子どもの本の海で泳いで ＇ 岩崎書店 （ 今江祥智著
宇野亜喜良装画ＢＬ出版 ライブラリアン9/20
154 おにより　つよい　およめさん ＇ えほんのぼうけん （ 井上よう子作
吉田尚令絵岩崎書店 児童読み物 9/
155 都会のアリス ＇ 物語の王国Ⅱ （ 石井睦美作
植田真画岩崎書店 児童読み物 9/
156 なぞかけときじろう ＇ おはなしガーデン （ もとしたいづみ作
国松エリカ絵岩崎書店 児童読み物 9/
157 えっちらおっちら　日本だじゃれ旅 中川ひろたか文
高畠純絵絵本館 児童読み物 9/上
158 ふしぎなタネやさん みやにしたつや作・絵金の星社 児童読み物 9/中
159 でんしゃに　のろう ＇ 講談社の創作絵本 （ 斉藤洋作
田中六大絵講談社 児童読み物 9/30
160 ルナ　おつきさんのおそうじや ＇ 講談社の翻訳絵本 （ エンリコ・カサローザ作・絵
堤江美訳講談社 児童読み物 9/20
161 ん ＇ 講談社の創作絵本 （ 長田弘文
山村浩二絵講談社 児童読み物 9/17
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162 ぼくとマリオネット 谷内こうた作・絵至光社 児童読み物 9/5
163 しりとりさんぽ ＇ おひさまのほん （ 石津ちひろ作
壁谷芙扶絵小学館 児童読み物 9/10
164 クレヨンマジック ＇ おはなしのくに （ 舟崎克彦作
出久根育絵鈴木出版 児童読み物 9/20
165 だちょ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 9/20
166 ネコがすきな船長のおはなし インガ・ムーア作・絵
たがきょうこ訳徳間書店 児童読み物 9/10
167 ねずみくんのだいすきなもの 左近蘭子作
いもとようこ絵ひかりのくに児童読み物 9/上
168 日ざかり村に戦争がくる ＇ 世界傑作童話シリーズ（ フアン・ファリアス作
堀越千秋絵
宇野和美訳福音館書店 児童読み物 9/11
169 こくばんくまさん　つきへいく マーサ・アレクサンダー作・絵
風木一人訳ほるぷ出版 児童読み物 9/上
170 ふたつの　ねがい ハルメン・ファン・ストラーテン作・絵
野坂悦子訳光村教育図書児童読み物 9/下
171 おおやまさん ＇ えほんのぼうけん （ 川之上英子／川之上健作・絵岩崎書店 児童読み物 9/
172 さみしかった本 ケイト・バーンハイマー文
クリス・シーバン絵
福本友美子訳岩崎書店 児童読み物 9/
173 おひめさまとカエルさん ＇ 岩波の子どもの本 （ ハーヴ＆ケーテ・ツェマック文
マーゴット・ツェマック絵
福本友美子訳岩波書店 児童読み物 9/20
174 ゼロくんのかち ＇ 岩波の子どもの本 （ ジャンニ・ロダーリ文
エレナ・デル・ヴェント絵　　　　　　　　　　　　関口英子訳岩波書店 児童読み物 9/20
175 そんなとき　どうする？ ＇ 岩波の子どもの本 （ セシル・ジョスリン文
モーリス・センダック絵
こみやゆう訳岩波書店 児童読み物 9/20
176 あのな、これは　ひみつやで！ くすのきしげのり作
かめざわゆうや絵偕成社 児童読み物 9/11
177 おいでフレック、ぼくのところに ＇ 翻訳物語 （ エヴァ・イボットソン作
三辺律子訳偕成社 児童読み物 9/11
178 だいすき！　かぼちゃのおくりもの ＇ バーバー・ルーナのお客さま３（ 岡田貴久子作
ふじしまえみこ絵偕成社 児童読み物 9/3
179 でんしゃが　きた 竹下文子作
鈴木まもる絵偕成社 児童読み物 9/18
180 どろぼうがっこう　ぜんいんだつごく ＇ かこさとしおはなしのほん１５（ かこさとし作・絵偕成社 児童読み物 9/17
181 どろぼうがっこう　だいうんどうかい ＇ かこさとしおはなしのほん１６（ かこさとし作・絵偕成社 児童読み物 9/17
182 魔女がまちにやってきた 村上勉作・絵 偕成社 児童読み物 9/10
183 どんぐりむらのどんぐりえん ＇ どんぐりむらシリーズ　４（ なかやみわ作・絵学研マーケティング児童読み物 9/3
184 おつきさんのぼうし ＇ 講談社の創作絵本 （ 高木さんご文
黒井健絵講談社 児童読み物 9/10
185 １１月のおはなし　どんぐりカプセル 市川宣子作
松成真理子絵講談社 児童読み物 9/25
186 ときめきのへや ＇ 講談社の翻訳絵本 （ セルジオ・ルッツィア作・絵
福本友美子訳講談社 児童読み物 9/5
187 まちのおばけずかん ＇ 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 9/25
188 にひきのいたずらこやぎ ＇ おはなしみーつけた！ （ 松居スーザン作
出久根育絵佼成出版社 児童読み物 9/下
189 ゆうれいがこわいの？　ムーミントロール ＇ ムーミンのおはなしえほん５（ トーベ・ヤンソン原作・絵
ラルス・ヤンソン原作・絵徳間書店 児童読み物 9/10
190 ちょうちょ 江國香織文
松田奈那子絵白泉社 児童読み物 9/20
191 おかし ＇ たくさんのふしぎ傑作集（ なかがわりえこ文
やまわきゆりこ絵福音館書店 児童読み物 9/5
192 ちいさいおうち　うみへいく ＇ ランドセルブックス （ エリーシュ・ディロン作
ひらさわともこ絵
たがきょうこ訳福音館書店 児童読み物 9/4
193 ねぎぼうずのあさたろう　　その９ ＇ 日本傑作絵本シリーズ（ 飯野和好作・絵福音館書店 児童読み物 9/11
194 てつぞうはね ミロコマチコ作・絵ブロンズ新社児童読み物 9/下
195 いのちの木 ＇ ポプラせかいの絵本 （ ブリッタ・テッケントラップ作・絵
森山京訳ポプラ社 児童読み物 9/上
196 あいすること　あいされること ＇ 絵本の時間／ティラノサウルスシリーズ１２（ 宮西達也作・絵ポプラ社 児童読み物 9/上
197 ねこじゃら商店　世界一のプレゼント ＇ ポプラ物語館 （ 富安陽子作
平澤朊子絵ポプラ社 児童読み物 9/上
198 １２種類の氷 エリン・ブライアン・オウベッド文
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 9/中
199 まちのじどうしゃレース ＇ ５ひきのすてきなねずみ ３（ たしろちさと作・絵ほるぷ出版 児童読み物 9/中
200 妖狐＇ヨウコ（ピリカ・ムー　この星に生まれて 那須田淳著
佐竹美保絵理論社 児童読み物 9/中
201 こどもに伝えたい伝承遊び　あやとり 野口廣監修
シシドユキオ文文溪堂 児童ノンフィクション9/下
202 冬季オリンピックの記録と記憶 ＇ しらべよう！知っているようで知らない冬季オリンピック１　全３巻（ 大熊廣明監修
稲葉茂勝文ベースボール・マガジン社児童ノンフィクション9/12
203 こども大図鑑　恐竜 ダグラス・パーマー著
小畠郁生日本語版監修　池田比佐子訳河出書房新社児童ノンフィクション10/
204 ずかん　武具 小和田泰経編 技術評論社 児童ノンフィクション9/19
205 小学百科大事典　Ｋｉｄｓジャポニカ　新版 小学館国語辞典編集部編小学館 児童ノンフィクション12/3
206 世界の小さな国大研究＇仮（　歴史・文化から自然環境まで　＇ 楽しい調べ学習シリーズ（ 関真興監修 ＰＨＰ研究所児童ノンフィクション9/3
207 ガンたちとともに　コンラート　ローレンツ物語＇ 福音館の科学シリーズ（ イレーヌ・グリーンスタイン作
樋口広芳訳福音館書店 児童ノンフィクション9/11
208 水の生きもの　 ＇ ポプラディア大図鑑ＷＯＮＤＡ８（ 武田正倫監修 ポプラ社 児童ノンフィクション9/中
209 バイバイ、サマータイム ＇ ＳＴＡＭＰ　ＢＯＯＫＳ （ エドワード・ホーガン作
安達まみ訳岩波書店 ヤングアダルト9/25
210 ふたり 福田隆浩著 講談社 ヤングアダルト9/24
211 １５歳からの労働組合入門 東海林智著 毎日新聞社 ヤングアダルト9/中
212 若い人に語る奈良時代の歴史 寺崎保広著 吉川弘文館 ヤングアダルト9/15
213 特別授業　“死”について話そう＇仮（ ＇ １４歳の世渡り術 （ 島田裕巳著
川口有美子ほか著河出書房新社ヤングアダルト9/17
214 貧困・教育・保健 ＇ 世界の女性問題　１　　全3巻（ 関橋眞里著　　　　　　プラン・ジャパンほか協力
汐文社 ヤングアダルト9/
215 人という怪物　上 ＇混沌＇カオス（の叫び ３（   ※ カーネギー賞／ケイト・グリーナウェイ賞受賞作品 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9/10
216 人という怪物　下 ＇混沌＇カオス（の叫び ３（    ※カーネギー賞／ケイト・グリーナウェイ賞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9/10
217 キタキツネの十二か月　わたしのキツネ学・半世紀の足跡 竹田津実文・写真福音館書店 ヤングアダルト9/18


