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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 ターミナル・デイ 小杉英了著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/29

2 グリード　上 真山仁著 講談社 日本文芸書 10/29

3 グリード　下 真山仁著 講談社 日本文芸書 10/29

4 尾根を渡る風 （ 駐在刑事２ ）笹本稜平著 講談社 日本文芸書 10/16

5 京都西陣シェアハウス　～憎まれ天使・有村志穂～ 鏑木蓮著 講談社 日本文芸書 10/16

6 盤上の敵はどこへ行ったか　法月綸太郎ミステリー塾　疾風編 法月綸太郎著 講談社 日本文芸書 10/23

7 貴族探偵対女探偵 麻耶雄嵩著 集英社 日本文芸書 10/25

8 世の中それほど不公平じゃない　最初で最後の人生相談 浅田次郎著 集英社 日本文芸書 10/31

9 冬虫夏草 梨木香歩著 新潮社 日本文芸書 10/31

10 士道残照 （ 幕末京都守護職始末３）藤本ひとみ著 中央公論新社日本文芸書 10/25

11 甘いもんでもおひとつ 田牧大和著 文藝春秋 日本文芸書10/下

12 さらば新宿赤マント 椎名誠著 文藝春秋 日本文芸書10/上

13 ジューン・プライド 小島達矢著 文藝春秋 日本文芸書10/上

14 潜航せよ 福田和代著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/25

15 なぎさ 山本文緒著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/18

16 北天の馬たち 貫井徳郎著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/18

17 異国合戦（仮） 岩井三四二著 講談社 日本文芸書 10/16

18 三陸の海（仮） 津村節子著 講談社 日本文芸書 10/23

19 新・検察捜査 中嶋博行著 講談社 日本文芸書 10/16

20 星籠（ｾｲﾛ）の海　上 島田荘司著 講談社 日本文芸書 10/3

21 星籠（ｾｲﾛ）の海　下 島田荘司著 講談社 日本文芸書 10/3

22 たからもの　深川澪通り木戸番小屋 北原亞以子著 講談社 日本文芸書 10/16

23 月と太陽 瀬名秀明著
 講談社 日本文芸書 10/28

24 晩年様式集　イン・レイト・スタイル 大江健三郎著 講談社 日本文芸書 10/22

25 燃える家 田中慎弥著 講談社 日本文芸書 10/25

26 男と女、なぜ別れるのか 渡辺淳一著 集英社 日本文芸書 10/25

27 彼が通る不思議なコースを私も 白石一文著 集英社 日本文芸書 10/25

28 天使の柩 村山由佳著 集英社 日本文芸書10/下

29 遺産 笹本稜平著 小学館 日本文芸書 10/1

30 気骨稜々なり 火坂雅志著 小学館 日本文芸書 10/23

31 イン・ザ・ヘブン 新井素子著 新潮社 日本文芸書 10/31

32 ガンコロリン 海堂尊著 新潮社 日本文芸書 10/22

33 獅子の城塞 佐々木譲著 新潮社 日本文芸書 10/22

34 ほろびぬ姫 井上荒野著 新潮社 日本文芸書 10/22

35 村上海賊の娘　上 和田竜著 新潮社 日本文芸書 10/22

36 村上海賊の娘　下 和田竜著 新潮社 日本文芸書 10/22

37 雪まろげ （ 古手屋喜十　為事覚え２） 宇江佐真理著 新潮社 日本文芸書 10/22

38 金色機械 恒川光太郎著 文藝春秋 日本文芸書10/上

39 短編集（仮） 森絵都著 文藝春秋 日本文芸書10/下

40 Ｄｅｌｕｘｅ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 阿部和重著 文藝春秋 日本文芸書10/下

41 まほろ駅前狂騒曲 三浦しをん著 文藝春秋 日本文芸書10/下

42 玉繭（ﾀﾏﾏﾕ）の夢　京の侍商人・茶屋四郎次郎 仁志耕一郎著 朝日新聞出版日本文芸書 10/8

43 君のいた日々 藤野千夜著 角川春樹事務所日本文芸書10/中

44 晩夏光（ﾊﾞﾝｶｺｳ） ※第５回角川春樹小説賞受賞作品池田久輝著 角川春樹事務所日本文芸書10/上

45 江戸湾封鎖 熊谷敬太郎著 幻冬舎 日本文芸書 10/22

46 恋愛相談事務局の事件簿 喜多喜久著 幻冬舎 日本文芸書 10/8

47 伊藤博文邸の怪事件（仮） 岡田秀文著 光文社 日本文芸書 10/17

48 こちら警視庁美術犯罪捜査班 門井慶喜著 光文社 日本文芸書 10/17

49 離婚男子 中場利一著 光文社 日本文芸書 10/17

50 はじめからその話をすればよかった 宮下奈都著 実業之日本社日本文芸書10/上

51 限界捜査 安東能明著 祥伝社 日本文芸書 10/28

52 名探偵の証明 ※第２３回鮎川哲也賞受賞作品市川哲也著 東京創元社日本文芸書 10/10

53 ヒカルの卵 森沢明夫著 徳間書店 日本文芸書 10/10

54 武蔵３ 花村萬月著 徳間書店 日本文芸書 10/10

55 誰に見しょとて ※ハヤカワＳＦシリーズ　Ｊコレクション菅浩江著 早川書房 日本文芸書 10/25
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56 致死量未満の殺人 ※第３回アガサ・クリスティー賞受賞作品三沢陽一著 早川書房 日本文芸書 10/25

57 家族の見える場所 森浩美著 双葉社 日本文芸書 10/15

58 小説を読む、ことばを書く （ 金井美恵子エッセイ・コレクション〔１９６４－２０１３〕３　全４巻） 金井美恵子著 平凡社 日本文芸書 10/

59 黎明に起つ 伊東潤著 ＮＨＫ出版 日本文芸書 10/26

60 すばらしい日々 よしもとばなな著幻冬舎 日本文芸書 10/22

61 寄る年波には平泳ぎ 群ようこ著 幻冬舎 日本文芸書 10/8

62 雤のなまえ 窪美澄著 光文社 日本文芸書 10/17

63 潜入調査　探偵・竹花 藤田宜永著 光文社 日本文芸書 10/17

64 独走 堂場瞬一著 実業之日本社日本文芸書10/下

65 探偵部への挑戦状 （ 放課後はミステリーとともに２） 東川篤哉著 実業之日本社日本文芸書10/下

66 公園通りのクロエ 野中柊著 祥伝社 日本文芸書 10/28

67 潮鳴り （ 羽根藩シリーズ２ ） 葉室麟著 祥伝社 日本文芸書 10/28

68 騙し絵 犬飼六岐著 祥伝社 日本文芸書 10/28

69 ささみみささめ 長野まゆみ著 筑摩書房 日本文芸書 10/10

70 黒書院の六兵衛　上 浅田次郎著 日本経済新聞出版社日本文芸書 10/21

71 黒書院の六兵衛　下 浅田次郎著 日本経済新聞出版社日本文芸書 10/21

72 怪物商人　大倉喜八郎伝 江上剛著 ＰＨＰ研究所日本文芸書 10/7

73 箱庭旅団２　たそがれのハタ 朱川湊人著 ＰＨＰ研究所日本文芸書 10/11

74 ひこばえに咲く 玉岡かおる著 ＰＨＰ研究所日本文芸書10/下

75 蛇行する月 桜木紫乃著 双葉社 日本文芸書 10/15

76 だから荒野 桐野夏生著 毎日新聞社日本文芸書10/上

77 スーパー・サッド・トゥルー・ラブ・ストーリー （ ＮＹタイムズ・ベストセラー／２０１０年の年間ベスト１０選出） ゲイリー・シュタインガート著
近藤隆文訳ＮＨＫ出版 外国文芸書 10/29

78 ハヤブサが守る家 （ 海外文学セレクション　ＮＹタイムズ・ベストセラー） ランサム・リグズ著
山田順子訳東京創元社外国文芸書 10/29

79 緩慢の発見 （ エクス・リブリス ） シュテン・ナドルニー著
浅井晶子訳白水社 外国文芸書10/中

80 売女の人殺し （ ボラーニョ・コレクション　全８巻） ロベルト・ボラーニョ著
松本健二訳白水社 外国文芸書10/上

81 ヴェルヌの「八十日間世界一周」に挑む マシュー・グッドマン著
金原瑞人訳
井上里訳柏書房 外国文芸書 10/

82 ひとりの体で　上 ジョン・アーヴィング著
小竹由美子訳新潮社 外国文芸書 10/31

83 ひとりの体で　下 ジョン・アーヴィング著
小竹由美子訳新潮社 外国文芸書 10/31

84 英国二重スパイ・システム　ノルマンディー上陸を支えた欺瞞作戦 ベン・マッキンタイアー著
小林朊則訳中央公論新社外国文芸書 10/10

85 竜との舞踏２ （ 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 10/
86 悪の法則 コーマック・マッカーシー著
黒原敏行訳早川書房 外国文芸書 10/
87 兵士たちの肉体 パオロ・ジョルダーノ著
飯田亮介訳早川書房 外国文芸書 10/10
88 シャドウ・ストーカー （ 池田書店 ） ジェフリー・ディーヴァー著
池田真紀子訳文藝春秋 外国文芸書10/上
89 「包む」「巻く」「結ぶ」で美しく　和のおもてなし料理 柳原尚之著 池田書店 くらしの実用書10/15
90 素朴でおいしい　まいにちマフィン 宮野真知子著 学研マーケティングくらしの実用書10/1
91 ただしい着こなし８６ （ メンズスタイルブック ） 西口修平監修
ボノボプロダクション編学研マーケティングくらしの実用書10/22
92 魔法の「オイル漬け」ＢＯＯＫ 磯貝由恵著 河出書房新社くらしの実用書10/9
93 ５５歳からの「一生モノ」入門 朝日新聞「５５プラス」取材班著・監修講談社 くらしの実用書10/10
94 捨てられない朋の片づけマジック！ 横森美奈子著 小学館 くらしの実用書10/9
95 花のポップアップ・クラフト　飛び出すカードと飾りもの 高橋洋一著
高橋としえ著誠文堂新光社くらしの実用書10/10
96 おしゃれなパリ風　自作ステンドグラス入門 矢口恭子著
真野江利子著
ｎｉｄｏ監修世界文化社 くらしの実用書10/7
97 すべてがわかる！「乾物」事典 （ 食材の教科書シリーズ） 家森幸男監修
奥薗壽子監修世界文化社 くらしの実用書10/18
98 Ｓｏｕｐ　Ｓｔｏｃｋ　Ｔｏｋｙｏのスープの作り方　日常スープ篇 ＳｏｕｐＳｔｏｃｋＴｏｋｙｏ編
中山詳子編文藝春秋 くらしの実用書10/下
99 世界のパン図鑑 大和田聡子監修　平凡社 くらしの実用書10/
100 適塩・低カロリー　ひと目でわかる料理手習い帖 牧野直子著　 池田書店 くらしの実用書10/10
101 海の天然サプリ「煮干し」レシピ タカハシユキ監修
矢澤一良監修グラフィック社くらしの実用書10/下
102 超リアル　食品サンプルのつくりかた 食品サンプル研究会著　　　　　　　　　　　　グラフィック社くらしの実用書10/25
103 手編み靴下研究所 （ ニットマニアックス ） 林ことみ著 グラフィック社くらしの実用書10/上
104 毎日ひとかけでパワーチャージ！　にんにくスーパーレシピ 村上祥子著 ＪＴＢパブリッシングくらしの実用書10/9
105 材料入れてコトコト煮込むだけレシピ 　　 主婦の友社 くらしの実用書10/21
106 一人分からおいしい　お手軽雑炊レシピ 武蔵裕子著 新星出版社 くらしの実用書10/31
107 かご編みの技法大全 佐々木麗子著 誠文堂新光社くらしの実用書10/16
108 いちばんよくわかる　はじめての革手縫い 野谷久仁子著 日本ヴォーグ社くらしの実用書10/20
109 お手入れの教科書 （ ＰＨＰビジュアル実用ＢＯＯＫＳ） 阿部絢子著 ＰＨＰ研究所くらしの実用書10/13
110 四角で帽子（仮） 藤井あつ子著 文化出版局 くらしの実用書10/下
111 続ポリ袋漬けのすすめ　肉・魚編 荻野恭子著 文化出版局 くらしの実用書10/上
112 シニア接客のルール 山岸和実著 明日香出版社ビジネス・くらしの経済10/8
113 実例でよくわかる！人が集まるチラシの作り方 坂田静香著 家の光協会ビジネス・くらしの経済10/25
114 Ｑ＆Ａ　自治体の入札・契約の基礎知識 鈴木満著 学陽書房 ビジネス・くらしの経済10/
115 データ分析ってこうやるんだ！実況講義 吉本佳生著 ダイヤモンド社ビジネス・くらしの経済10/3
116 ママもフリーで働く！がんばらない仕事術 前田めぐる著 日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済10/25
117 人気セミナー講師・いどみえ先生の社会保険がやさしくわかる本 井戸美枝著 日本実業出版社ビジネス・くらしの経済10/9
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118 人事と法の対話 守島基博著
大内伸哉著有斐閣 ビジネス・くらしの経済10/上
119 ひと鉢でかわいい　多肉植物寄せ植えノート 黒田健太郎著
栄福綾子著家の光協会すまいと住宅10/25
120 はじめてのバラ・クレマティス・クリスマスローズ　決定版　達人に学ぶ（ 今日から使えるシリーズ） 金子明人著
野々口稔著
小山内健著講談社 すまいと住宅10/21
121 リフォームのコツと基本 （ 主婦の友新実用ＢＯＯＫＳ） 主婦の友社編 主婦の友社すまいと住宅10/15
122 グリーンで暮らしが変わる　植物を楽しむインテリアのルール 成美堂出版編集部編成美堂出版すまいと住宅10/18
123 転倒を防ぐバランストレーニングの科学 （ 岩波科学ライブラリー２１５） 田中敏明著 岩波書店 健康と家庭の医学10/4
124 慢性腎臓病（ＣＫＤ） （ 別冊ＮＨＫきょうの健康） 富野康日己著 ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学10/18
125 ちょっと心配な、健康診断の数値がすぐにわかる本 （ 学研実用ＢＥＳＴ ） 和田高士監修 学研マーケティング健康と家庭の医学10/22
126 糖尿病　治療の最新常識（仮） 清野裕著 河出書房新社健康と家庭の医学10/28
127 ゼロからわかる脳梗塞 （ 聖路加国際病院の健康講座） 聖路加国際病院監修世界文化社健康と家庭の医学10/10
128 免疫のすべて（仮） （ Newton別冊 ） ニュートンプレス健康と家庭の医学10/28
129 援助者のための社会調査入門 永田祐編・著　　　　　　笠原千絵編・著
斎藤雅茂著　　　　　　　　　　室田信一著　　　　　　　　　　　山口麻衣著春秋社 教育と福祉 10/
130 知っておきたい　赤ちゃんと子どもの病気とホームケア （ はじめてＢＯＯＫＳ ） 三石知左子監修成美堂出版教育と福祉 10/30
131 ４０代から備える　親の介護＆自分の介護 横井孝治監修 世界文化社教育と福祉 10/18
132 ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａの　わくわくワークショップ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ著ひさかたチャイルド教育と福祉 10/31
133 自治体の個人情報保護と共有の実務 （ 地域における災害対策・避難支援） 岡本正編著
山崎栄一編著
板倉陽一郎編著ぎょうせい くらしの法律10/中
134 図解で早わかり　民事訴訟法・民事執行法・民事保全法 千葉博監修 三修社 くらしの法律10/
135 泣き寝入りしない損害賠償の戦略と実務 小山智弘著
玉井信人著自由国民社 くらしの法律10/1
136 図解　磯野家の相続 長谷川裕雅著 すばる舎 くらしの法律10/
137 やさしく解説！はじめての消費税 平林亮子編著
為我井麻理著
秦美佐子著中央経済社 くらしの法律10/4
138 イタリアの道 ささめやゆき文・絵講談社 歴史と紀行 10/8
139 富士山噴火の歴史　万葉集から現代まで 都司嘉宣著 築地書館 歴史と紀行 10/下
140 そして、メディアは日本を戦争に導いた 半藤一利著
保阪正康著東洋経済新報社歴史と紀行 10/10
141 アラブ５００年史　上 ユージン・ローガン著
白須英子訳白水社 歴史と紀行 10/23
142 アラブ５００年史　下 ユージン・ローガン著
白須英子訳白水社 歴史と紀行 10/23
143 宗教と学校 （ 河出ブックス ） 橘木俊詔著 河出書房新社日本の文化 10/10
144 年中行事読本 岡田芳朗著
松井吉昭著創元社 日本の文化 10/22
145 景観写真論ノート　宮本常一のアルバムから 宮本常一撮影
香月洋一郎編著筑摩書房 日本の文化 10/21
146 郷土菓子 （ 別冊太陽　太陽の地図帖２２) 太陽の地図帖編集部編平凡社 日本の文化 10/28
147 縄文の力 （ 別冊太陽　日本のこころ２１２) 小林達雄監修 平凡社 日本の文化 10/16
148 事典　江戸の暮らしの考古学 古泉弘編 吉川弘文館日本の文化 10/
149 アジア・中近東・アフリカの民族衣装 ( 衣装ビジュアル資料 ) 芳賀日向著・監修グラフィック社世界の文化10/下
150 ヨーロッパの装飾と文様 海野弘著 パイインターナショナル世界の文化10/下
151 変わるエジプト、変わらないエジプト 師岡カリーマ・エルサムニー著白水社 世界の文化10/中
152 グーグル、アップルに貟けない著作権法 ( Ｅ-ＰＵＢ選書 ) 角川歴彦著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ現代社会 10/10
153 ニッポンが変わる、女が変える 上野千鶴子著 中央公論新社現代社会 10/10
154 毒婦たち 上野千鶴子著
信田さよ子著　　　　　北原みのり著河出書房新社現代社会 10/7
155 ＴＰＰで何がどう変わるのか ジェフリー・Ｊ・ショット著
バーバラ・コトシュワー著
ジュリア・ムイール著日本経済新聞出版社現代社会 10/25
156 「あいつらは自分たちとは違う」という病 後藤和智著 日本図書センター現代社会 10/10
157 知っておきたい予防接種（仮） 母里啓子著 双葉社 現代社会 10/18
158 ニュースがわかる世界各国ハンドブック 世界各国ハンドブック編集委員編山川出版社現代社会 10/下
159 バイオリニストの親指はなぜしなやかなのか？ サム・キーン著
太田直子訳朝日新聞出版サイエンス 10/14
160 スズメ　つかず・はなれず・二千年 ( 岩波科学ライブラリー２１３) 三上修著 岩波書店 サイエンス 10/4
161 仲間とかかわる心の進化　チンパンジーの社会的知性 ( 岩波科学ライブラリー２１４) 平田聡著 岩波書店 サイエンス 10/4
162 オーロラ　宇宙の渚をさぐる 上出洋介著 ＫＡＤＯＫＡＷＡサイエンス 10/23
163 数学記号を読む辞典 ( 知の扉シリーズ ) 瀬山士郎著 技術評論社サイエンス 10/7
164 ダイオウイカ、奇跡の遭遇 窪寺恒己著 新潮社 サイエンス 10/18
165 巨大彗星－アイソン彗星がやってくる 渡部潤一著 誠文堂新光社サイエンス 10/23
166 ミドリムシ大展望！　小さな生物が創る大きなビジネス 石川憲二著 日刊工業新聞社サイエンス 10/21
167 定理が生まれるまで（仮） セドリック・ヴィラーニ著
松永りえ訳
池田史朗訳早川書房 サイエンス 10/
168 右？左？のふしぎ 柳井浩著 丸善出版 サイエンス 10/下
169 家電が一番わかる（仮） 涌井良幸著
涌井貞美著技術評論社テクノロジー10/15
170 絵でわかる宇宙開発の技術 ( 絵でわかるシリーズ ) 藤井孝蔵著
並木道義著講談社 テクノロジー10/15
171 コンクリートの科学 ( おもしろサイエンス ) 明石雄一監修
コンクリートの劣化と補修研究会編著日刊工業新聞社テクノロジー10/21
172 まちモジ（仮） 小林章著 グラフィック社芸術・スポーツ10/
173 引き裂かれた絵の真相　夭折の天才・村山槐多の謎 村松和明著 講談社 芸術・スポーツ10/25
174 ミッキーはなぜ口笛を吹くのか　アニメーションの表現史 ( 新潮選書 ） 細馬宏通著 新潮社 芸術・スポーツ10/25
175 日本の吹奏楽史　１８６９－２０００ 戸ノ下達也編著青弓社 芸術・スポーツ10/
176 男の読書術 大岡玲著 岩波書店 ライブラリアン10/25
177 楽しい絵本のつくりかた 千葉幹夫監修 学研マーケティングライブラリアン10/1
178 佐々木マキ ( らんぷの本 ） 佐々木マキ著
小原央明編河出書房新社ライブラリアン10/10
179 探訪　名ノンフィクション 後藤正治著 中央公論新社ライブラリアン10/10
180 読書の未来 立花隆著 文藝春秋 ライブラリアン10/上
181 高校図書館 ( 岩波書店 ） 成田康子著 みすず書房 ライブラリアン10/下
182 こひつじまある 山内ふじ江文・絵岩波書店 児童読み物 10/25
183 ぞうはどこへもいかない 五味太郎作・絵偕成社 児童読み物10/上
184 こぐまのクークの１２か月 かさいまり作・絵ＫＡＤＯＫＡＷＡ児童読み物10/下
185 一日一話絵本　うわさのようちえんの３１にち きたやまようこ作・絵講談社 児童読み物 10/
186 おさかないちば ( 講談社の創作絵本 ) 加藤休ミ作・絵講談社 児童読み物 10/10
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187 風の又三郎 藤城清治影絵
宮沢賢治原作講談社 児童読み物 10/24
188 クリスマス　クッキング　ふしぎなクッキーガール ( １２月のおはなし ) 梨屋アリエ作
山田詩子絵講談社 児童読み物 10/24
189 はりねずみのルーチカ　カギのおとしもの ( 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 10/17
190 ひみつのプクプクハイム村 ( 講談社の翻訳絵本 ) ミヒャエル・ゾーヴァ作・絵
木本栄訳講談社 児童読み物 10/21
191 もりのおきゃくさま ブリントン・タークル作こぐま社 児童読み物10/中
192 ピーターラビット　クリスマスのおはなし 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
193 ハロウィンにきえたねこ ( ぼくはめいたんてい１) マージョリー・ワインマン・シャーマット作
マーク・シマント絵
小宮由訳大日本図書児童読み物10/上
194 なぞのかみきれをおえ！ ( ぼくはめいたんてい２) マージョリー・ワインマン・シャーマット作
マーク・シマント絵
小宮由訳大日本図書児童読み物10/上
195 ひいきに　かんぱい！ ( かんぱい！シリーズ７) 宮川ひろ作
小泉るみ子絵童心社 児童読み物 10/
196 クリスマスをみにいったヤシの木 マチュー・シルヴァンデール文
オードレイ・プシエ絵
ふしみみさを訳徳間書店 児童読み物 10/9
197 わたしのすてきなクリスマスツリー ダーロフ・イプカー作・絵
山下明生訳ＢＬ出版 児童読み物 10/20
198 しろちゃんとはりちゃん たしろちさと作・絵ひかりのくに児童読み物10/上
199 ぼくらは　いつも　いっしょだよ サム・マクブラットニィ作・絵
小川仁央訳評論社 児童読み物10/下
200 うずらちゃんのたからもの ( 幼児絵本シリーズ ) きもとももこ作・絵福音館書店児童読み物 10/2
201 だましえだいく 青山邦彦作・絵フレーベル館児童読み物 10/
202 つんつくせんせいとまほうのじゅうたん たかどのほうこ作・絵フレーベル館児童読み物 10/
203 ゆきがふる 蜂飼耳文
牧野千穂絵ブロンズ新社児童読み物10/上
204 モラッチャホンがきた！ ヘレン・ドカティ文
トーマス・ドカティ絵
福本友美子訳光村教育図書児童読み物10/下
205 ナースになりたいクレメンタイン サイモン・ジェームズ作・絵
福本友美子訳岩崎書店 児童読み物 10/8
206 マッティのうそとほんとの物語 ※ペター・ヘルトリング賞受賞作品ザラー・ナオウラ作
森川弘子訳岩波書店 児童読み物 10/25
207 淀川ものがたり　お船がきた日 小林豊文・絵 岩波書店 児童読み物 10/9
208 小学校の秘密の通路 ( カメレオンのレオン２ ) 岡田淳作 偕成社 児童読み物10/上
209 ぽんこちゃん　ポン！ 乾栄里子作
西村敏雄絵偕成社 児童読み物10/上
210 十二支のおやこえほん 高畠純作・絵 教育画劇 児童読み物10/下
211 つぎはわたしのばん いもとようこ作・絵金の星社 児童読み物10/中
212 はなちゃんのわらいのたね ａｋｋｏ文
荒井良二絵幻冬舎 児童読み物 10/25
213 あらしのよるにスペシャル　ほんとうのヒーロー きむらゆういち作
あべ弘士絵講談社 児童読み物 10/18
214 ヘンテコリンおじさん ( 講談社の創作絵本 ) 宮西達也作・絵講談社 児童読み物 10/10
215 ヤッホー・ホイホー ( 講談社の創作絵本 ) スズキコージ作・絵講談社 児童読み物 10/25
216 へんなどうぶつえん ( かわいいとのさま３　全４巻) 筒井敬介作
堀内誠一絵小峰書店 児童読み物10/上
217 いちばん　ちいさな　クリスマスプレゼント ピーター・レイノルズ作・絵
なかがわちひろ訳主婦の友社児童読み物 10/17
218 花びら姫とねこ魔女 朽木祥作
こみねゆら絵小学館 児童読み物 10/9
219 モンスター・デスマッチ！ ( 悪ガキ７シリーズ２　全５巻) 宗田理作 静山社 児童読み物 10/16
220 おしゃれさんの「茶の湯」はじめて物語　薄茶平点前（仮） 永井郁子作・絵淡交社 児童読み物 10/2
221 サンタさんのトナカイ ジャン・ブレット作・絵
さいごうようこ訳徳間書店 児童読み物 10/9
222 くしカツさんちは　まんいんです 岡田よしたか作・絵ＰＨＰ研究所児童読み物10/下
223 ぼくのふとん 鈴木のりたけ作・絵ＰＨＰ研究所児童読み物10/下
224 がむしゃら落語 ( 福音館創作童話シリーズ) 赤羽じゅんこ作
きむらよしお画福音館書店児童読み物 10/9
225 ばばばあちゃんの　クリスマスかざり ( ばばばあちゃんの絵本) さとうわきこ作・絵福音館書店児童読み物 10/2
226 ゆきのうえ　ゆきのした ( 世界傑作絵本シリーズ) ケイト・メスナー文
クリストファー・サイラス・ニール絵
小梨直訳福音館書店児童読み物 10/2
227 おかあさんの顔 ロディ・ドイル作
フレヤ・ブラックウッド絵
石津ちひろ訳フレーベル館児童読み物 10/
228 チャーリー・ジョー・ジャクソンの本がキライなきみのための本 トミー・グリーンウォルド作
Ｊ・Ｐ・クーヴァート絵
元井夏彦訳フレーベル館児童読み物 10/
229 しろうさぎとりんごの木 石井睦美作　　　　　　　　酒井駒子絵文溪堂 児童読み物10/上
230 おばけのゆきだるま ジャック・デュケノワ作・絵
おおさわあきら訳ほるぷ出版 児童読み物10/中
231 としょかんのよる ローレンツ・パウリ文・絵
松若宣子訳ほるぷ出版 児童読み物10/中
232 うさぎとかめ　イソップものがたり ジェリー・ピンクニー作・絵
さくまゆみこ訳光村教育図書児童読み物10/中
233 水の精とふしぎなカヌー 岡田淳作・絵 理論社 児童読み物 10/18
234 盆栽えほん 大野八生作・絵あすなろ書房児童ノンフィクション10/下
235 貼る （ コツがわかる！工作のきほん２　全４巻) 寺西恵里子著 汐文社 児童ノンフィクション10/1
236 ヨーロッパ・中東 （ 国際理解に役立つ世界のお金図鑑２　全３巻) 佐藤英人著
平田美咲著汐文社 児童ノンフィクション10/10
237 北米・中南米・アフリカ （ 国際理解に役立つ世界のお金図鑑３　全３巻) 佐藤英人著
平田美咲著汐文社 児童ノンフィクション10/10
238 空のふしぎ図鑑 武田康男監修 ＰＨＰ研究所児童ノンフィクション10/下
239 スポーツを科学しよう！ （ 楽しい調べ学習シリーズ) 深代千之監修 ＰＨＰ研究所児童ノンフィクション10/11
240 洞くつの世界大探検 （ 楽しい調べ学習シリーズ) 庫本正著 ＰＨＰ研究所児童ノンフィクション10/1
241 感染症とたたかった科学者たち 岡田晴恵著
木村太亮絵岩崎書店 児童ノンフィクション10/
242 こども大図鑑　恐竜 ダグラス・パーマー著
小畠郁生監修河出書房新社児童ノンフィクション10/23
243 正月から桃の節句 （ 坂本廣子のつくろう！食べよう！行事食１　全３巻) 坂本廣子著
奥村彪生監修尐年写真新聞社児童ノンフィクション10/下
244 やさしくわかる放射線 （ 子供の科学★サイエンスブックス) 山村紳一郎著
床次眞司監修誠文堂新光社児童ノンフィクション10/9
245 ＳＮＳってなんだろう？ （ 気をつけよう！　ＳＮＳ１　全３巻) 小寺信良著 汐文社 児童ノンフィクション10/30
246 極限世界の生き物図鑑 （ 楽しい調べ学習シリーズ) 長沼毅監修 ＰＨＰ研究所児童ノンフィクション10/上
247 ちかちか　ぴかり （ 福音館の科学シリーズ) ジョアン・Ｂ・グレアムことば
ナンシー・デイビス絵
ふじたちえ訳福音館書店児童ノンフィクション10/9
248 ブンセイ！（仮） 片川優子著 講談社 ヤングアダルト10/30
249 空飛ぶ尐年バーナビー ジョン・ボイン著
オリバー・ジェファーズ絵
代田亜香子訳作品社 ヤングアダルト10/下
250 親子で学ぶ　科学図鑑 キャロル・ヴォーダマン著
渡辺滋人訳創元社 ヤングアダルト10/15
251 愛する （ 大人になるまでに読みたい１５歳の詩１　全３巻) 谷川俊太郎巻頭文　青木健編・エッセイゆまに書房 ヤングアダルト10/25
252 数学を変えた１４の偉大な問題 イアン・スチュアート著
水谷淳訳ＳＢクリエイティブヤングアダルト10/下
253 光のうつしえ　廣島　ヒロシマ　広島 朽木祥作 講談社 ヤングアダルト10/22
254 図書館のトリセツ （ 世の中への扉 ) 福本友美子著
江口絵里著講談社 ヤングアダルト10/30
255 物語ること、生きること 上橋菜穂子著　　　　　瀧晴巳編講談社 ヤングアダルト10/15
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256 レントゲン （ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ) 風野潮著 講談社 ヤングアダルト10/22
257 １４歳、ぼくらの疾走　マイクとチック （ Ｙ．Ａ．Ｂｏｏｋｓ ) ヴォルフガング・ヘルンドルフ作
ミヒャエル・ゾーヴァ画
木本栄訳小峰書店 ヤングアダルト10/下
258 ３つの鍵の扉（仮） ソニア・フェルナンデス＝ビダル著
轟志津香訳晶文社 ヤングアダルト10/下
259 日記は囁く ※２００６年度ドイツ児童文学賞最終候補作品イザベル・アベティ著
酒寄進一訳東京創元社ヤングアダルト10/29
260 カンヴァスの向こう側　尐女が見た素顔の画家たち ※チェント賞(イタリア）／セレクシス青尐年文学賞（オランダ）受賞作品フィン・セッテホルム作
枇谷玲子訳評論社 ヤングアダルト10/20
261 ルリユール 村山早紀著 ポプラ社 ヤングアダルト10/下


