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1 眠りの庭 千早茜著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 11/22
2 逢えない夜を、数えてみても 甘糟りり子著 河出書房新社日本文芸書 11/15
3 四万十川のひかり 笹山久三著 河出書房新社日本文芸書 11/25
4 コルトＭ１８５１残月 月村了衛著 講談社 日本文芸書 11/19
5 さらばスペインの日々 逢坂剛著 講談社 日本文芸書 11/19
6 歴史について（仮） 安岡章太郎著講談社 日本文芸書 11/15
7 かがやく月の宮 宇月原晴明著新潮社 日本文芸書 11/22
8 動物園の王子 中沢けい著 新潮社 日本文芸書 11/29
9 ベッドサイド・マーダーケース 佐藤友哉著 新潮社 日本文芸書 11/
10 蛍の森 石井光太著 新潮社 日本文芸書 11/29
11 忘れ村のイェンと深海の犬 ※第25回日本ファンタジーノベル優秀賞受賞作品冴崎伸著 新潮社 日本文芸書 11/22
12 北条早雲　青雲飛翔編 富樫倫太郎著中央公論新社日本文芸書 11/25
13 光の王国　秀衡と西行 梓澤要著 文藝春秋 日本文芸書 11/12
14 はなとゆめ 冲方丁著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 11/6
15 影を買う店 皆川博子著 河出書房新社日本文芸書 11/15
16 世界泥棒 桜井晴也著 河出書房新社日本文芸書 11/17
17 赤ヘル１９７５ 重松清著 講談社 日本文芸書 11/28
18 存在しない小説 いとうせいこう著講談社 日本文芸書 11/25
19 追憶の夜想曲 中山七里著 講談社 日本文芸書 11/20
20 ノボさん　小説正岡子規と夏目漱石 伊集院静著 講談社 日本文芸書 11/20
21 香夜（カグヤ） 高樹のぶ子著集英社 日本文芸書 11/
22 櫛挽道守（クシヒキチモリ） 木内昇著 集英社 日本文芸書 11/
23 書楼弔堂　破暁(ショロウトムライドウ　ハギョウ) 京極夏彦著 集英社 日本文芸書 11/22
24 めぐり糸 青山七恵著 集英社 日本文芸書 11/
25 大江戸恐龍伝１ ( 全5巻 ) 夢枕獏著 小学館 日本文芸書 11/1
26 大江戸恐龍伝２ ( 全5巻 ) 夢枕獏著 小学館 日本文芸書 11/1
27 大江戸恐龍伝３ ( 全5巻 ) 夢枕獏著 小学館 日本文芸書 11/29
28 五峰の鷹 安部龍太郎著小学館 日本文芸書 11/27
29 デビクロくんの恋と魔法 中村航著 小学館 日本文芸書 11/27
30 星の民のクリスマス ※第25回日本ファンタジーノベル大賞受賞作品古谷田奈月著新潮社 日本文芸書 11/22
31 私のなかの彼女 角田光代著 新潮社 日本文芸書 11/29
32 カクメイ 新野剛志著 中央公論新社日本文芸書 11/25
33 新釈　にっぽん昔話 乃南アサ著 文藝春秋 日本文芸書 11/14
34 名もなき日々を ( 髪結い伊三次捕物余話１２) 宇江佐真理著文藝春秋 日本文芸書 11/13
35 いらない記憶（仮） 彩瀬まる著 幻冬舎 日本文芸書 11/25
36 上流社会　富久丸百貨店外商部 高殿円著 光文社 日本文芸書 11/15
37 子育てはもう卒業します 垣谷美雤著 祥伝社 日本文芸書11/下
38 デビル・イン・ヘブン 河合莞爾著 祥伝社 日本文芸書11/下
39 卯月の雪のレター・レター 相沢沙呼著 東京創元社日本文芸書 11/19
40 いつの日も泉は湧いている 盛田隆二著 日本経済新聞出版社日本文芸書 11/1
41 みずは無間（ムゲン） ※ハヤカワＳＦシリーズ　Ｊコレクション/第一回ハヤカワSFコンテスト受賞作品六冬和生（ﾑﾄｳｶｽﾞｷ）著早川書房 日本文芸書 11/21
42 あなたの人生、片づけます 垣谷美雤著 双葉社 日本文芸書 11/5
43 ゼロワン 深山亮著 双葉社 日本文芸書 11/19
44 花咲小路一丁目の刑事 小路幸也著 ポプラ社 日本文芸書 11/11
45 高村薫時評集　２００８－２０１３（仮） 高村薫著 毎日新聞社日本文芸書 11/28
46 悪医 久坂部洋著 朝日新聞出版日本文芸書 11/5
47 ジャーニー・ボーイ 高橋克彦著 朝日新聞出版日本文芸書 11/7
48 逃亡者 新堂冬樹著 角川春樹事務所日本文芸書 11/29
49 大江戸ドクター 和田はつ子著幻冬舎 日本文芸書 11/5
50 虹の見えた日　公事宿事件書留長 澤田ふじ子著幻冬舎 日本文芸書 11/25
51 原罪 遠藤武文著 祥伝社 日本文芸書 11/
52 注文の多い注文書 小川洋子著
クラフト・エヴィング商會著筑摩書房 日本文芸書 11/25
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53 いつもが消えた日　お蔦さんの神楽坂日記 西條奈加著 東京創元社日本文芸書 11/27
54 ようこそ授賞式の夕べに　成風堂書店事件メモ( ミステリ・フロンティア ) 大崎梢著 東京創元社日本文芸書 11/8
55 花のベッドでひるねして よしもとばなな著毎日新聞社日本文芸書 11/26
56 ガーンジー島の読書会　上 メアリー・アン・シェイファー著
アニー・バロウズ著
木村博江訳イースト・プレス外国文芸書 11/27
57 ガーンジー島の読書会　下 メアリー・アン・シェイファー著
アニー・バロウズ著
木村博江訳イースト・プレス外国文芸書 11/27
58 誰もしらないわたしたちのこと（仮） ※２０１３年ストレーガ賞（イタリア）最終候補作シモーナ・スパラコ著
泉典子訳紀伊国屋書店外国文芸書 11/20
59 ボリバル侯爵 レオ・ペルッツ著
垂野創一郎訳国書刊行会外国文芸書 11/20
60 ジョディ、傷つけられた子 キャシー・グラス著
塩川亜咲子訳中央公論新社外国文芸書 11/10
61 イエロー・バード ケヴィン・パワーズ著
佐々田雅子訳早川書房 外国文芸書 11/22
62 ケネディ暗殺　ウォーレン委員会５０年目の証言　上 フィリップ・シノン著
村上和久訳文藝春秋 外国文芸書 11/7
63 ケネディ暗殺　ウォーレン委員会５０年目の証言　下 フィリップ・シノン著
村上和久訳文藝春秋 外国文芸書 11/7
64 インフェルノ　上 ダン・ブラウン著
越前敏弥訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ外国文芸書 11/22
65 インフェルノ　下 ダン・ブラウン著
越前敏弥訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ外国文芸書 11/22
66 マリーについての本当の話（仮） ジャン＝フィリップ・トゥーサン著
野崎歓訳講談社 外国文芸書 11/18
67 いにしえの光 ( 新潮クレスト・ブックス) ジョン・バンヴィル著
村松潔訳新潮社 外国文芸書 11/29
68 地図と領土 ※２０１０年ゴンクール賞受賞作品ミシェル・ウエルベック著
野崎歓訳筑摩書房 外国文芸書 11/25
69 隔離の島 ル・クレジオ著
中地義和訳筑摩書房 外国文芸書 11/
70 ジャック・リッチーのあの手この手 ( ハヤカワ・ミステリ ) ジャック・リッチー著
小鷹信光訳早川書房 外国文芸書 11/8
71 竜との舞踏３ ( 氷と炎の歌５ ) 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 11/22
72 はかりいらずの　混ぜて焼くだけおやつ 飯塚有紀子著ＫＡＤＯＫＡＷＡくらしの実用書11/中
73 大人の食べ方＆マナー１００ 小倉朊子監修講談社 くらしの実用書11/28
74 結ぶ。包む。おくる。ラッピングの基本が一番わかりやすい本。 日高麻由美著講談社 くらしの実用書11/13
75 「賛否両論」のおせちとごちそう 笠原将弘著 主婦と生活社くらしの実用書11/15
76 温故知新で食べてみた 山本直味著 主婦の友社くらしの実用書11/14
77 農家が教える　至福の漬物 農文協編 農山漁村文化協会くらしの実用書11/25
78 仕込みもの 辰巳芳子著 文化出版局くらしの実用書11/下
79 いちから作る、“手製”の豆本 赤井都著 学研マーケティングくらしの実用書11/26
80 羊毛フェルトで作る　絵本のマスコット 須佐沙知子著白泉社 くらしの実用書11/13
81 子どもができたら知っておきたい　お金のこと（仮） 飯村久美著 ＫＡＤＯＫＡＷＡビジネス・くらしの経済11/20
82 死ぬのにいくらかかるか！ 大宮知信著 祥伝社 ビジネス・くらしの経済11/
83 カラー版　個人事業の始め方 中野裕哲監修西東社 ビジネス・くらしの経済11/
84 意外と会社は合理的 レイ・フィスマン著
ティム・サリバン著
土方奈美訳日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済11/
85 片づけの解剖図鑑（仮） エクスナレッジすまいと住宅11/30
86 椅子＆テーブルの作り方 ( 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11/8
87 庭仕事の庭石テクニック 高﨑康隆監修誠文堂新光社すまいと住宅11/20
88 がんになった人と家族の気持ちを考える本( こころライブラリー　イラスト版) 国立がん研究センター監修講談社 健康と家庭の医学11/28
89 最新　よくわかる心臓病 天野篤著 誠文堂新光社健康と家庭の医学11/20
90 脳の病気のすべて 角南典生著 筑摩書房 健康と家庭の医学11/13
91 女性のための　めまい・ふらつきを自力で治す本 二木隆著 ＰＨＰ研究所健康と家庭の医学11/8
92 突破する教育 池上彰著
増田ユリヤ著岩波書店 教育と福祉 11/28
93 発達障害の子のコミュニケーション・トレーニング( 健康ライブラリー ) 有光興記監修講談社 教育と福祉 11/28
94 こどもの環境づくり事典 日本建築学会編青弓社 教育と福祉 11/下
95 イラストでわかる　高齢者のからだと病気 杉山孝博著 中央法規出版教育と福祉 11/中
96 親を預けたい！自分も入りたい！　老人ホーム探し５０の法則 上岡榮信著 日経ＢＰマーケティング教育と福祉 11/6
97 噛みづらい・飲み込みにくい人のためのなめらかレシピ（仮） 井藤英喜著 法研 教育と福祉 11/1
98 一番やさしい自治体予算の本（仮） 定野司著 学陽書房 くらしの法律11/中
99 すぐに役立つ　最新　入門図解　土地・建物の税金と手続き（仮）( 講談社 ) 村田克也監修三修社 くらしの法律11/
100 町村合併から生まれた日本近代　明治の経験( 講談社選書メチエ ) 松沢裕作著 講談社 歴史と紀行 11/11
101 花森安治伝　日本の暮しをかえた男 津野海太郎著新潮社 歴史と紀行 11/22
102 江戸の旅と出版文化 原淳一郎著 三弥井書店歴史と紀行 11/上
103 伊勢神宮と三種の神器　古代日本の祭祀と天皇( 講談社選書メチエ ) 新谷尚紀著 講談社 日本の文化 11/11
104 今こそ本気の神社まいり 西邑清志著 主婦の友社日本の文化 11/15
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105 紅白歌合戦と日本人 太田省一著 筑摩書房 日本の文化 11/13
106 図説　タータンチェックの歴史 ( ふくろうの本／世界の文化) 奥田実紀著 河出書房新社世界の文化 11/20
107 ギリシャ人の真実 柳田富美子著講談社 世界の文化 11/5
108 迷惑メール、返事をしたらこうなった。 多田文明著 イースト・プレス現代社会 11/28
109 ケネディ暗殺　５０年目の真実 ビル・オライリー著
マーティン・デュガード著
江口泰子訳講談社 現代社会 11/12
110 政治の起源１　人類以前からフランス革命まで( 全４巻 ) フランシス・フクヤマ著
会田弘継訳講談社 現代社会 11/下
111 原発メルトダウンへの道 ＮＨＫ　ＥＴＶ特集取材班編新潮社 現代社会 11/18
112 グローバル・スーパーリッチ　超格差の時代※ハヤカワ・ノンフィクション／フィナンシャル・タイムズ年間ベストブッククリスティナ・フリーランド著
中島由華訳早川書房 現代社会 11/21
113 文春オピニオン　２０１４年の論点１００（仮） 文藝春秋 現代社会 11/13
114 誕生日を知らない女の子　虐待－その後の子どもたち※第１１回開高健ノンフィクション賞受賞作品黒川祥子著 集英社 現代社会 11/26
115 ＮＨＫスペシャル　老人漂流社会－終の住処を求めて ＮＨＫ「無縁社会プロジェクト」取材班編主婦と生活社現代社会 11/7
116 グローバル化という憂鬱 ( 管見妄語４ ) 藤原正彦著 新潮社 現代社会 11/18
117 なぜ日本は若者に残酷なのか 山田昌弘著 東洋経済新報社現代社会 11/21
118 ｉＰＳ細胞はいつ患者に届くのか ( 岩波科学ライブラリー１２８) 塚﨑朝子著 岩波書店 サイエンス 11/26
119 しらずしらず レナード・ムロディナウ著
水谷淳訳ダイヤモンド社サイエンス 11/21
120 宇宙が始まる前には何があったのか？ ローレンス・クラウス著
青木薫訳文藝春秋 サイエンス 11/下
121 「電子工作」「電子機器修理」が、うまくなる　はんだ付けの職人技 野瀬昌治著 技術評論社テクノロジー11/8
122 コンピュータって　デジタル情報時代を見通す４つの流れ ポール・Ｅ・セルージ著
山形浩生訳東洋経済新報社テクノロジー11/21
123 限界に挑む！　「測定方法と原理」のはなし 伊藤泰郎著 日刊工業新聞社テクノロジー11/20
124 ３Ｄプリンター完全マスター ( ＴＲＥＮＤＹ　ＢＯＯＫＳ１) 日経トレンディ編集部編日経ＢＰマーケティングテクノロジー11/14
125 フィギュアスケートはじめました。 佐倉美穂著 誠文堂新光社芸術・スポーツ11/15
126 箱根駅伝　世界へ駆ける夢 読売新聞運動部著中央公論新社芸術・スポーツ11/25
127 失敗しない水彩の画材選び（仮） くどうさとし著 日貿出版社芸術・スポーツ11/10
128 国立競技場の１００年 後藤健生著 ミネルヴァ書房芸術・スポーツ11/
129 学芸員のための展示照明ハンドブック 藤原工著 講談社 ライブラリアン11/20
130 エンデが教えてくれたこと　時間・お金・ファンタジー( とんぼの本 ) 池内紀著
小林エリカ著
子安美知子著
河村和洋ほか著新潮社 ライブラリアン11/29
131 バラの城のゆうれい ( ナツカのおばけ事件簿１２) 斉藤洋作
かたおかまなみ絵あかね書房児童読み物11/上
132 おふろのくまちゃん シャーリー・パレントー文　　　　　　　　　　　　　　　デイヴィッド・ウォーカー絵
福本友美子岩崎書店 児童読み物 11/13
133 そとであそびますよ ( ぞうさん・ぶたさんシリーズ絵本) モー・ウィレムズ作・絵
落合恵子訳クレヨンハウス児童読み物 11/20
134 パーティーによばれましたよ ( ぞうさん・ぶたさんシリーズ絵本) モー・ウィレムズ作・絵
落合恵子訳クレヨンハウス児童読み物 11/20
135 おとのさま、でんしゃにのる ( おはなしみーつけた！) 中川ひろたか作
田中六大絵佼成出版社児童読み物 11/30
136 こうくんとちいさなゆきだるま はせがわさとみ作・絵小学館 児童読み物 11/27
137 スウェーデンこくおうをすくえ！ ( ぼくはめいたんてい ) マージョリー・Ｗ・シャーマット文
マーク・シーモント絵
小宮由訳大日本図書児童読み物 11/14
138 パン屋のこびととハリネズミ ( ふしぎな１１のおとぎ話) アニー・Ｍ・Ｇ・シュミット作
たちもとみちこ絵
西村由美訳徳間書店 児童読み物 11/13
139 ふわふわ ( 福音館創作童話シリーズ) 中山聖子作
尾崎眞吾画福音館書店児童読み物 11/13
140 ワニのお嫁さんとハチドリのお嫁さん ( 日本傑作絵本シリーズ) 清水たま子文
竹田鎭三郎絵福音館書店児童読み物 11/13
141 とてもおおきなサンマのひらき 岡田よしたか作・絵ブロンズ新社児童読み物 11/14
142 チューリップルかほちゃん あさのあつこ作
石井聖岳絵毎日新聞社児童読み物 11/19
143 謎の国からのＳＯＳ エミリー・ロッダ作
杉田比呂美絵
さくまゆみこ訳あすなろ出版児童読み物 11/20
144 犬になった王子 君島久子文
後藤仁絵岩波書店 児童読み物 11/15
145 こやぶ医院は、なんでも科 ( おはなしみーつけた！シリーズ) 柏葉幸子作
山西ゲンイチ絵佼成出版社児童読み物 11/30
146 １月のおはなし　なんてだじゃれなお正月( おはなし１２か月 ) 石崎洋司作
澤野秋文絵講談社 児童読み物 11/25
147 おひさまやのめざましどけい ( どうわがいっぱい ) 茂市久美子作
よしざわけいこ絵講談社 児童読み物 11/25
148 ピコのそうじとうばん ( どうわがいっぱい ) 阿部夏丸文
村上康成絵講談社 児童読み物 11/27
149 ペンギンとざんたい ( どうわがいっぱい ) 斉藤洋作
高畠純絵講談社 児童読み物 11/25
150 こうさぎと４ほんのマフラー わたりむつこ作
でくねいく絵のら書店 児童読み物 11/
151 いちばんでんしゃの　うんてんし ( 福音館の科学シリーズ) たけむらせんじ文
おおともやすお絵福音館書店児童読み物 11/6
152 ピッキーとポッキーのはいくえほん ( 日本傑作絵本シリーズ) あらしやまこうざぶろう文
あんざいみずまる絵福音館書店児童読み物 11/6
153 よるのとしょかん カズノ・コハラ作・絵
石津ちひろ訳光村教育図書児童読み物 11/29
154 山田和樹とオーケストラのとびらをひらく 山田和樹文
日本フィルハーモニー交響楽団企画協力アリス館 児童ノンフィクション11/中
155 日本の歴史の道具事典 児玉祥一監修岩崎書店 児童ノンフィクション11/22
156 いちばんわかりやすい彗星のひみつ 縣秀彦著 幻冬舎 児童ノンフィクション11/7
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157 田んぼの不思議 ( 自然と生きる ) 安室知著 小峰書店 児童ノンフィクション11/下
158 きっずジャポニカ　新版　小学百科大事典 ) 尾木直樹監修
平田オリザ監修
福岡伸一監修小学館 児童ノンフィクション11/28
159 組む・仕上げる ( コツがわかる！工作のきほん３　全４巻) 寺西恵里子著汐文社 児童ノンフィクション11/1
160 動かす ( コツがわかる！工作のきほん４　全４巻) 寺西恵里子著汐文社 児童ノンフィクション11/1
161 ものの値段大研究 ( 楽しい調べ学習シリーズ) 佐和隆光監修ＰＨＰ研究所児童ノンフィクション11/7
162 江戸のお店屋さん 藤川智子作・絵ほるぷ出版児童ノンフィクション11/22
163 調べよう！　世界の本屋さん ( 本屋さんのすべてがわかる本１　全４巻) 秋田喜代美著ミネルヴァ書房児童ノンフィクション11/
164 花見からお盆 ( 坂本廣子のつくろう！食べよう！行事食２　　全3巻) 坂本廣子著
奥村彪生監修少年写真新聞社児童ノンフィクション11/21
165 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　２( 全３巻 ) 稲葉茂勝著
大熊廣明編ベースボール・マガジン社児童ノンフィクション11/14
166 鳥 ( ポプラディア大図鑑ＷＯＮＤＡ９) 川上和人監修ポプラ社 児童ノンフィクション11/22
167 宇宙 ( ポプラディア大図鑑ＷＯＮＤＡ１０) 青木和光監修ポプラ社 児童ノンフィクション11/22
168 ちょっと待ったその就活！ 上田晶美著 技術評論社ヤングアダルト11/
169 ＺＯＯＭ大図鑑 マイク・ゴールドスミスほか文
伊藤伸子訳化学同人社ヤングアダルト11/15
170 柴犬マイちゃんへの手紙　 ( 世の中への扉 ) 柳原三佳著 講談社 ヤングアダルト11/28
171 ラ・プッツン・エル　６階の引きこもり姫 名木田恵子著
三村久美子絵講談社 ヤングアダルト11/21
172 文系のための理系読書術 ( 知のトレッキング叢書) 齋藤孝著 集英社 ヤングアダルト11/26
173 神の名はボブ ( ) メグ・ローゾフ著
今泉敦子訳東京創元社ヤングアダルト11/19
174 アテナの印 ( オリンポスの神々と７人の英雄) リック・リオーダン作
金原瑞人ほか訳ほるぷ出版ヤングアダルト11/14
175 いきる　 ( 大人になるまでに読みたい１５歳の詩２　全３巻) 谷川俊太郎巻頭文
和合亮一編・エッセイゆまに書房ヤングアダルト11/25
176 少年弁護士セオの事件簿４　正義の黒幕 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11/11
177 世界一素朴な質問、宇宙一美しい答え ジェンマ・エルウィン・ハリス編
タイマタカシ絵
西田美緒子訳河出書房新社ヤングアダルト11/12
178 官兵衛、駆ける。 吉橋通夫著 講談社 ヤングアダルト11/14
179 ヤング・シャーロック・ホームズ３　雪の罠 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11/13
180 子どもの難問 野矢茂樹編 中央公論新社ヤングアダルト11/7
181 戦争さえなかったら ( ポプラ社ノンフィクション１７) 高橋邦典写真・文ポプラ社 ヤングアダルト11/11


