
2014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 田舎でロックンロール 奥田英朗著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/30

2 殺意の産声 鏑木蓮著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/20

3 死呪の島 ※ 第２１回日本ホラー小説大賞受賞作品雪富千晶紀著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/29

4 肉小説集 坂木司著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/28

5 断貧（ﾀﾞﾝﾋﾝ）サロン 谷川直子著 河出書房新社 日本文芸書 10/6

6 遥かな道 津村節子著 河出書房新社 日本文芸書 10/15

7 警戒区域 柳美里著 講談社 日本文芸書 10/20

8 幻想探偵社 ( 幻想シリーズ ) 堀川アサコ著 講談社 日本文芸書 10/14

9 現調 損害保険査定員・滋野隆幸 遠藤武文著 講談社 日本文芸書 10/21

10 献灯使 多和田葉子著
 講談社 日本文芸書 10/30

11 ルンタ 山下澄人著 講談社 日本文芸書 10/28

12 ふたつの星とタイムマシン 畑野智美著 集英社 日本文芸書 10/24

13 麹町二婆二娘孫一人 中沢けい著 新潮社 日本文芸書 10/31

14 自覚 ( 隠蔽捜査５．５ ) 今野敏著 新潮社 日本文芸書 10/20

15 マル合の下僕 高殿円著 新潮社 日本文芸書 10/22

16 みなそこ 中脇初枝著 新潮社 日本文芸書 10/31

17 朝露通信 保坂和志著 中央公論新社 日本文芸書 10/25

18 青天 包判官事件簿 井上祐美子著 中央公論新社 日本文芸書 10/25

19 ヘルたん ヘルパー探偵とマドンナの帰還 愛川晶著 中央公論新社 日本文芸書 10/25

20 あなたの本当の人生は 大島真寿美著 文藝春秋 日本文芸書 10/上

21 宇喜多の捨て嫁 ※ 第９２回オール讀物新人賞受賞作品木下昌輝著 文藝春秋 日本文芸書 10/下

22 密室の神話（ﾐｻﾛｼﾞｰ） 柄刀一著 文藝春秋 日本文芸書 10/下

23 怪しい店 有栖川有栖著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/30

24 池田屋乱刃 伊東潤著 講談社 日本文芸書 10/21

25 埋れた牙 堂場瞬一著 講談社 日本文芸書 10/14

26 大原御幸 帯に生きたある家族の物語 林真理子著 講談社 日本文芸書 10/31

27 家族シアター 辻村深月著 講談社 日本文芸書 10/20

28 Ｋ２ 池袋署刑事課 神崎・黒木 横関大著 講談社 日本文芸書 10/21

29 死に支度 瀬戸内寂聴著 講談社 日本文芸書 10/28

30 純喫茶「一朋堂」の四季 東川篤哉著 講談社 日本文芸書 10/8

31 女王 連城三紀彦著 講談社 日本文芸書 10/28

32 親鸞 完結篇 上 五木寛之著 講談社 日本文芸書 10/31

33 親鸞 完結篇 下 五木寛之著 講談社 日本文芸書 10/31

34 冥の水底 朱川湊人著 講談社 日本文芸書 10/21

35 鳥たち よしもとばなな著 集英社 日本文芸書 10/24

36 サラバ！ 上 西加奈子著 小学館 日本文芸書 10/29

37 サラバ！ 下 西加奈子著 小学館 日本文芸書 10/29

38 冬を待つ城 安部龍太郎著 新潮社 日本文芸書 10/22

39 べんけい飛脚 山本一力著 新潮社 日本文芸書 10/22

40 スケープゴート 幸田真音著 中央公論新社 日本文芸書 10/10

41 少女霊異記 髙樹のぶ子著 文藝春秋 日本文芸書 10/下

42 ずっとあなたが好きでした 歌野晶午著 文藝春秋 日本文芸書 10/9

43 テミスの剣 中山七里著 文藝春秋 日本文芸書 10/下

44 トオリヌケ キンシ 加納朊子著 文藝春秋 日本文芸書 10/下

45 売国 真山仁著 文藝春秋 日本文芸書 10/上

46 ユダの柩 福田和代著 朝日新聞出版 日本文芸書 10/5

47 私が愛したサムライの娘 ※ 第６回角川春樹小説賞受賞作品鳴神響一著 角川春樹事務所日本文芸書 10/1



2014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

48 スカーフェイス 富樫倫太郎著 幻冬舎 日本文芸書 10/21

49 絶叫 葉真中顕著 光文社 日本文芸書 10/

50 侵食捜査 ( 疋田シリーズ２ ) 安東能明著 祥伝社 日本文芸書 10/14

51 パレードの誤算 柚月裕子著 祥伝社 日本文芸書 10/11

52 Ｂハナブサへようこそ ※ 第２４回鮎川哲也賞受賞作品内山純著 東京創元社 日本文芸書 10/10

53 しだれ桜恋心中 ※ 第４回アガサ・クリスティー賞受賞作品松浦千恵美著 早川書房 日本文芸書 10/24

54 地球が寂しいその理由 ( Ｊコレクション ) 六冬和生著 早川書房 日本文芸書 10/24

55 フライプレイ 監棺館殺人事件( ミステリー・リーグ ) 霞流一著 原書房 日本文芸書 10/中

56 風花帖 葉室麟著 朝日新聞出版 日本文芸書 10/7

57 物語のおわり 湊かなえ著 朝日新聞出版 日本文芸書 10/7

58 心中しぐれ吉原 山本兼一著 角川春樹事務所日本文芸書 10/上

59 ４ Ｕｎｉｑｕｅ Ｇｉｒｌｓ 山田詠美著 幻冬舎 日本文芸書 10/9

60 夜また夜の深い夜 桐野夏生著 幻冬舎 日本文芸書 10/9

61 処刑までの十章（仮） 連城三紀彦著 光文社 日本文芸書 10/9

62 五木寛之 書き下ろしエッセイ（仮） 五木寛之著 祥伝社 日本文芸書 10/下

63 少女Ａ 新堂冬樹著 祥伝社 日本文芸書 10/11

64 風魔外伝 宮本昌孝著 祥伝社 日本文芸書 10/11

65 分水嶺 笹本稜平著 祥伝社 日本文芸書 10/14

66 Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ Ｓｔｏｒｙ 伊坂幸犬郎著
犬崎梢著
木下半犬著
貫井ドッグ郎著
横関犬著ＰＨＰ研究所 日本文芸書 10/7

67 神坐す山の物語 浅田次郎著 双葉社 日本文芸書 10/20

68 奇跡の人 Ｔｈｅ Ｍｉｒａｃｌｅ Ｗｏｒｋｅｒ 原田マハ著 双葉社 日本文芸書 10/20

69 ３時のアッコちゃん 柚木麻子著 双葉社 日本文芸書 10/14

70 光の子供 ( 新潮クレストブックス／フェミナ賞受賞作品) エリック・フォトリノ著
吉田洋之訳新潮社 外国文芸書 10/31

71 愛の裏側は闇３ ( 全３巻　東京創元社創立６０周年記念出版) ラフィク・シャミ著
酒寄進一訳東京創元社 外国文芸書 10/20

72 怪奇文学大山脈３ 西洋近代名作選 諸雑誌氾濫篇( 全３巻 ) 荒俣宏編集 東京創元社 外国文芸書 10/29

73 探偵ブロディの事件ファイル 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 10/22

74 そして山々にこだました 上 カーレド・ホッセイニ著
佐々田雅子訳早川書房 外国文芸書 10/24

75 そして山々はこだました 下 カーレド・ホッセイニ著
佐々田雅子訳早川書房 外国文芸書 10/24

76 スナーク狩り
ルイス・キャロル
著

集英社 外国文芸書 10/24

77 黒い瞳のブロンド ベンジャミン・ブラック著
小鷹信光訳早川書房 外国文芸書 10/9

78 モノグラム殺人事件 ソフィー・ハナ著
山本博訳早川書房 外国文芸書 10/23

79 ゴースト・スナイパー ( リンカーン・ライムシリーズ) 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/下

80 絶対食べたい！ごちそう鍋レシピ７４ 夏梅美智子著 朝日新聞出版 くらしの実用書10/7

81 おもてなしのテーブルセッティング 七十二候 浜裕子著 誠文堂新光社 くらしの実用書10/2

82 かわいいクッキー（仮） 本橋雅人著 日東書院本社 くらしの実用書10/27

83 北欧デザインの毛糸クッション( レッスンシリーズ ) パッチワーク通信社くらしの実用書10/27

84 佐藤恵子６０代からの着こなしレシピ 佐藤恵子著 ブティック社 くらしの実用書10/31

85 手づくりがおいしい ニッポンの保存食( 別冊ＮＨＫきょうの料理) ＮＨＫ出版編 ＮＨＫ出版 くらしの実用書10/

86 大人気の悉皆屋（シッカイヤ）さんが教える！着物まわりのお手入れ 決定版　　　　　　　　　　 髙橋和江著 河出書房新社 くらしの実用書10/15

87 かぎ針で編む かわいい編みもの 遠藤ひろみ監修 日本ヴォーグ社くらしの実用書11/1

88 電子レンジで季節の和菓子（仮） 松井ミチル著 ＰＨＰ研究所 くらしの実用書10/27

89 煮込み料理をご飯にかけて 坂田阿希子著 文化出版局 くらしの実用書10/上

90 夫の葬儀とその後事典 黒澤計男著
溝口博敬著法研 くらしの実用書10/1

91 パワハラにあったとき、相談されたとき、どうすればいいかよくわかる本（仮）いじめ・メンタルヘルス労働者支援センター（ＩＭＣ）著
磯村大著合同出版 ビジネス・くらしの経済10/

92 「非正規大国」日本の雇用と労働 伍賀一道著 新日本出版社 ビジネス・くらしの経済10/1

93 人気弁護士が教える ネットトラブル相談室 中島茂著 日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済10/24

94 バラ大図鑑 ( 別冊ＮＨＫ趣味の園芸) 上田善弘著
河合伸志監修
ＮＨＫ出版編ＮＨＫ出版 すまいと住宅10/

95 初めてでも失敗しない！ リフォーム＆インテリアアイデアＢＯＯＫ坂田夏水著 ＫＡＤＯＫＡＷＡすまいと住宅10/10
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96 手入れがわかる雑木図鑑 平井孝幸著 講談社 すまいと住宅10/16

97 樹皮と冬芽 ( ネイチャーウォッチングガイドブック) 鈴木庸夫著
高橋冬著
安延尚文著誠文堂新光社 すまいと住宅10/

98 絵でわかる遺伝子治療 ( 絵でわかるシリーズ) 野島博著 講談社 健康と家庭の医学10/24

99 大腸がん 治療法と手術後の生活がわかる本 ( 健康ライブラリーイラスト版) 高橋慶一監修 講談社 健康と家庭の医学10/10

100 ひざの痛み 変形性ひざ関節症 八木貴史著 为婦の友社 健康と家庭の医学10/16

101 全部見える 整形外科疾患 成美堂出版編集部編著成美堂出版 健康と家庭の医学10/10

102 無理をしない認知症との付き合い方 鈴木ゆめ著 河出書房新社 教育と福祉 10/20

103 在宅介護応援ブック 認知症ケアＱ＆Ａ ( 介護ライブラリー ) 三好春樹編著 講談社 教育と福祉 10/15

104 写真でわかるはじめての小学校生活 笹森洋樹編
冢田三枝子編
栗山八寿子編合同出版 教育と福祉 10/

105 これでわかる発達障がいのある子の進学と就労 松為信雄監修
奥住秀之監修成美堂出版 教育と福祉 10/20

106 リハビリおりがみ ( 高齢者のクラフトサロン) 佐々木隆志監修
丹羽兌子（ニワタイコ）著誠文堂新光社 教育と福祉 10/8

107 子どもたちの未来を考えてみた 乙武洋匡著 ＰＨＰ研究所 教育と福祉 10/9

108 里親のためのペアレントトレーニング 武田建著
米沢晋子著ミネルヴァ書房教育と福祉 10/

109 入門 社会保障制度 結城康博編著
佐藤純子ほか編著ぎょうせい くらしの法律 10/

110 ＳＡＹＯＮＡＲＡ国立競技場 ５６年の軌跡 朝日新聞出版 歴史と紀行 10/10

111 名所・旧跡の解剖図鑑 エクスナレッジ 歴史と紀行 10/30

112 図説 ブラジルの歴史 ( ふくろうの本／世界の歴史) 金七紀男著 河出書房新社 歴史と紀行 10/15

113 全国ビジュアルガイド 日本の神社完全名鑑( 廣済堂ベストムック) 廣済堂出版 歴史と紀行 10/下

114 親鸞「四つの謎」を解く 梅原猛著 新潮社 歴史と紀行 10/24

115 世界文化遺産 富岡製糸場 東京書籍編集部編東京書籍 歴史と紀行 10/24

116 運命の選択１９４０－４１ 上 イアン・カーショー著
河内隆弥訳白水社 歴史と紀行 10/

117 運命の選択１９４０－４１ 下 イアン・カーショー著
河内隆弥訳白水社 歴史と紀行 10/

118 蒙古襲来 朋部英雄著 山川出版社 歴史と紀行 10/

119 天空の文学史 太陽・月・星 鈴木健一編 三弥井書店 日本の文化 10/中
120 人間、やっぱり情でんなぁ 竹本住大夫著 文藝春秋 日本の文化 10/上
121 知って役立つ民俗学 現代社会への４０の扉 福田アジオ著 ミネルヴァ書房日本の文化 10/
122 鮭の歴史 ( 「食」の図書館 ) ニコラース・ミンク著
大間知知子訳原書房 世界の文化 10/下
123 ネットが生んだ文化 誰もが表現者の時代( 角川インターネット講座４) 川上量生著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ現代社会 10/24
124 トットちゃんとトットちゃんたち １９９７～２０１４ 黒柳徹子著 講談社 現代社会 10/28
125 つながりっぱなしの日常を生きる ダナ・ボイド著
野中モモ訳草思社 現代社会 10/9
126 データで読む平成期の家族問題 －四半世紀で昭和とどう変わったか湯沢雍彦著 朝日新聞出版 現代社会 10/10
127 老いた親とは離れなさい 坂岡洋子著 朝日新聞出版 現代社会 10/21
128 わが子よ 出生前診断、生殖医療、生みの親・育ての親共同通信社社会部編現代書館 現代社会 10/中
129 誰にも言えない～事件は学校で起きている～ 池谷孝司著 幻冬舎 現代社会 10/7
130 サバからマグロが産まれる！？( 岩波科学ライブラリー２３１) 吉崎悟朗著 岩波書店 サイエンス 10/29
131 地震と火山 ( パーフェクト図解 ) 鎌田浩毅監修 学研マーケティングサイエンス 10/1
132 見てしまう人びと －幻覚の脳科学( ハヤカワ・ポピュラー・サイエンス) オリヴァー・サックス著
大田直子訳早川書房 サイエンス 10/23
133 インターネットの基礎 情報革命を支えるインフラストラクチャー( 角川インターネット講座１) 村井純著 ＫＡＤＯＫＡＷＡテクノロジー 10/24
134 東大准教授に教わる「人工知能って、そんなことまでできるんですか？」　　　　　　　　　 松尾豊著
塩野誠著ＫＡＤＯＫＡＷＡテクノロジー 10/14
135 電気工事が一番わかる ( しくみ図解 ) 常深信彦著 技術評論社 テクノロジー 10/6
136 きちんと知りたい！バイクメカニズムの基礎知識 小川直紀著 日刊工業新聞社テクノロジー 10/22
137 トコトンやさしい電気設備の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 福田遵著 日刊工業新聞社テクノロジー 10/10
138 トコトンやさしい放電加工の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 武沢英樹著 日刊工業新聞社テクノロジー 10/24
139 わかる！タブレットのすべて 神崎洋治著 日経ＢＰマーケティングテクノロジー 11/5
140 スーパーイラストと写真で見る ハイテクの世界２（仮）( Ｎｏｗｔｏｎ別冊 ) ニュートンプレステクノロジー 10/28
141 夕景・夜景の正しい撮り方 ( 学研カメラムック ) ＣＡＰＡ＆デジキャパ！編集部編学研マーケティング芸術・スポーツ10/3
142 京都で日本美術をみる 京都国立博物館 橋本麻里著 集英社 芸術・スポーツ10/24
143 邸宅美術館の誘惑 朽木ゆり子著 集英社 芸術・スポーツ10/24
144 まるごと尺八の本 葛山幻海著 青弓社 芸術・スポーツ10/1
145 色鉛筆の新しい技法書 河合ひとみ編 誠文堂新光社 芸術・スポーツ10/8
146 勝てる！強くなる！小・中学生のスポーツ食 河谷彰子監修 日東書院本社 芸術・スポーツ10/9
147 オペラ座のお仕事 世界最高の舞台をつくる( ハヤカワ・ノンフィクション) 三澤洋史著 早川書房 芸術・スポーツ10/23
148 日本美術史入門 ( 別冊太陽スペシャル) 河野元昭監修 平凡社 芸術・スポーツ10/
149 女子部活食 海老久美子著 ベースボール・マガジン社芸術・スポーツ10/9
150 図説 よりすぐり国立国会図書館の名品 国立国会図書館編勉誠出版 ライブラリアン10/中
151 ライトノベルから見た少女／少年小説史 大橋崇行著 笠間書院 ライブラリアン10/20
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152 美しい知の遺産 世界の図書館 ジェームズ・Ｗ・Ｐ・キャンベル著
ウィル・プライス写真
桂英史日本語監修
野中邦子・高橋早苗訳河出書房新社 ライブラリアン10/10
153 図書館をつくる シーラカンスＫ＆Ｈ編著
淺川敏写真彰国社 ライブラリアン10/31
154 生き延びるための世界文学 ２１世紀の２４冊 都甲幸治著 新潮社 ライブラリアン10/31
155 旅の終わりは 妖怪ワールド( 妖怪道中膝栗毛７) 三田村信行作
十々夜絵あかね書房 児童読み物 10/下
156 テーマパークの黒髪人形 ( ナツカのおばけ事件簿１３) 斉藤洋作
かたおかまなみ絵あかね書房 児童読み物 10/下
157 ぼくはうちゅうじん ( ちきゅうのふしぎ絵本) 中川ひろたか文
はたこうしろう絵アリス館 児童読み物 10/上
158 おめでとうくまちゃん ( くまちゃん絵本シリーズ４) シャーリー・パレントー文
デイヴィッド・ウォーカー絵
福本友美子訳岩崎書店 児童読み物 10/9
159 あくまのデクノボッチ ( ３人のまじょとドラゴン３　全４巻) おおともやすお作・絵偕成社 児童読み物 10/10
160 なぞなぞようかい ( ３人のまじょとドラゴン４　全４巻) おおともやすお作・絵偕成社 児童読み物 10/10
161 ほげちゃん まいごになる ( ほげちゃん２ ) やぎたみこ作・絵 偕成社 児童読み物 10/15
162 いっしょに あそばへん？ 岡田よしたか作・絵金の星社 児童読み物 10/中
163 カッパも やっぱり キュウリでしょ？( 講談社の創作絵本) シゲタサヤカ作・絵講談社 児童読み物 10/30
164 てぶくろ ( 講談社の創作絵本) いもとようこ作・絵講談社 児童読み物 10/27
165 白鳥の湖 ( クラシックバレエおひめさま物語１　全５巻) 小林深雪文
小谷智子絵講談社 児童読み物 10/23
166 はりねずみのルーチカ 星のうまれた夜( 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 10/28
167 ムーミンのファミリーアルバム( 講談社の翻訳絵本) パイヴィ・アレニウス作・絵
末延弘子訳講談社 児童読み物 10/16
168 はなみず じゅるじゅる せき ごぼごぼ( からだ　だから　すごい！１　全３巻) 細谷亮太文
つちだよしはる絵童心社 児童読み物 10/
169 ゲーゲーピーピー おなかのびょうき( からだ　だから　すごい！２　全３巻) 細谷亮太文
早川純子絵童心社 児童読み物 10/
170 まいにち からだは あたらしい！( からだ　だから　すごい！３　全３巻) 細谷亮太文
長野ヒデ子絵童心社 児童読み物 10/
171 ちいさなねずみのクリスマス アン・モーティマー作・絵
木坂涼訳徳間書店 児童読み物 10/8
172 ねこのピート だいすきな よっつのボタン エリック・リトウィン作
ジェームス・ディーン絵
大友剛訳ひさかたチャイルド児童読み物 10/10
173 おにいちゃん だいすき ローラ・Ｍ・ フレーベル館 児童読み物 10/
174 ダダダダ ダディーマン みやにしたつや作・絵ポプラ社 児童読み物 10/上
175 ゆきがくれた おくりもの ( ポプラせかいの絵本) リチャード・カー ポプラ社 児童読み物 10/上
176 トムテと赤いマフラー レーナ・アッロ文
カタリーナ・クルースヴァル絵
菱木晃子訳光村教育図書 児童読み物 10/下
177 ぼく つかまらないもん！ マーガレット・ワイズ・ブラウン文
長野ヒデ子絵
なかがわちひろ訳あすなろ書房 児童読み物 10/下
178 ゆうぐれ ユリ・シュルヴィッツ作・絵
さくまゆみこ訳あすなろ書房 児童読み物 10/25
179 どうぶつ たいじゅうそくてい 聞かせや。けいたろう文
高畠純絵アリス館 児童読み物 10/上
180 おさるのジョージ どうぶつだいすき Ｍ．＆Ｈ．Ａ．レイ原作
福本友美子訳岩波書店 児童読み物 10/10
181 おさるのジョージ ねむれないよる Ｍ．＆Ｈ．Ａ．レイ原作
福本友美子訳岩波書店 児童読み物 10/10
182 おさるのジョージ はいしゃさんへいく Ｍ．＆Ｈ．Ａ．レイ原作
福本友美子訳岩波書店 児童読み物 10/10
183 おさるのジョージ ピザをつくる Ｍ．＆Ｈ．Ａ．レイ原作
福本友美子訳岩波書店 児童読み物 10/10
184 こわくない 谷川俊太郎作
井上洋介絵絵本塾出版 児童読み物 10/20
185 ぼくはきみで きみはぼく ルース・クラウス文
モーリス・センダック絵
江國香織訳偕成社 児童読み物 10/22
186 ムーン・ジャンパー ジャニス・メイ・ユードリー文
モーリス・センダック絵
谷川俊太郎訳偕成社 児童読み物 10/15
187 「あ・そ・ぼ」やで！ くすのきしげのり作
こうの史代絵くもん出版 児童読み物 10/中
188 みまわり こびと ( 講談社の翻訳絵本) アストリッド・リンドグレーン文
キティ・クローザー絵
ふしみみさお訳講談社 児童読み物 10/27
189 ムーミンやしきはひみつのにおい( 講談社の翻訳絵本) トーベ・ヤンソン文
ペル・ウーロフ・ヤンソン写真
渡部翠訳講談社 児童読み物 10/20
190 あした あさって しあさって 森山京作
はたこうしろう絵小峰書店 児童読み物 10/下
191 ピンクがとんだ日 村上康成作・絵 徳間書店 児童読み物 10/8
192 おしゃれ教室 ( 児童図書館・文学の部屋) アン・ファイン著
灰島かり訳評論社 児童読み物 10/20
193 アヤカシさん ( 福音館創作童話シリーズ) 富安陽子作
野見山響子画福音館書店 児童読み物 10/8
194 キュッパのおんがくかい オーシル・カンスタ・ヨンセン作・絵
ひだにれいこ訳福音館書店 児童読み物 10/15
195 ぼくの たいせつな ぼうし ( ゆきだるまのスノーぼうや２) ヒド・ファン・ヘネヒテン作・絵
のざかえつこ訳フレーベル館 児童読み物 10/
196 きみは知らないほうがいい ( 文研じゅべにーる ) 岩瀬成子作
長谷川集平画文研出版 児童読み物 10/30
197 ほんをひらいて トニ・モリスン＆スレイド・モリスン文
シャドラ・ストリックランド絵
さくまゆみこ訳ほるぷ出版 児童読み物 10/中
198 落語ってホントにおもしろい ( 林屋木久扇のみんなが元気になる学校寄席入門１　全４巻) 林家木久扇出演者
こどもくらぶ編著彩流社 児童ノンフィクション10/24
199 キリンのひみつ ( 飼育員さんおしえて！) 松橋利光写真
池田奈津実文新日本出版社 児童ノンフィクション10/28
200 パラリンピックってなんだろう？( まるわかり！パラリンピック　１配　全５巻) 日本障がい者スポーツ協会監修文研出版 児童ノンフィクション10/25
201 どんなことをするの？ ( Ｑ＆Ａでわかる！　はじめてのスポーツボランティア２　全４巻) 日本スポーツボランティアネットワーク監修
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10/9
202 ドレスとスカート ( ビジュアルでわかる　世界ファッションの歴史２　全５巻) ヘレン・レイノルズ文
徳井淑子監修ほるぷ出版 児童ノンフィクション10/中
203 小さくてふしぎな ウイルスのひみつ( のぞいてみよう　ウイルス・細菌・真菌　図鑑１　全３巻) 北元憲利著 ミネルヴァ書房児童ノンフィクション10/
204 捨て犬・未来、命の約束 和牛牧場をたずねて( ノンフィクション・生きるチカラ) 今西乃子著
浜田一男写真岩崎書店 児童ノンフィクション10/30
205 マララ 教育のために立ち上がり、世界を変えた少女 マララ・ユスフザイ著
パトリシア・マコーミック著
道傳愛子訳岩崎書店 児童ノンフィクション10/23
206 世界初の大発見！ ウナギの卵を追い求めて( 科学ノンフィクション) 塚本勝巳著 学研マーケティング児童ノンフィクション10/28
207 みんな知りたい！ ドクターイエローのひみつ( 世の中への扉 ) 飯田守著 講談社 児童ノンフィクション10/9
208 日本にしかいない生き物図鑑( 楽しい調べ学習シリーズ) 今泉忠明監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション10/27
209 めざめ ( シロガラス２　全５巻) 佐藤多佳子著 偕成社 ヤングアダルト10/22
210 アフガニスタン ぼくと山の学校 長倉洋海著 かもがわ出版 ヤングアダルト10/上
211 １３歳からの領土問題 松竹伸幸著 かもがわ出版 ヤングアダルト10/上
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212 ぼくたちの国の自衛隊に２１の質問（仮）( 世の中への扉 ) 半田滋著 講談社 ヤングアダルト10/30
213 タイムライダーズ１ アレックス・スカロウ著
金原瑞人ほか訳小学館 ヤングアダルト10/8
214 タイムライダーズ２ アレックス・スカロウ著
金原瑞人ほか訳小学館 ヤングアダルト10/8
215 偽りの王子 ( カーシア国３部作１　全３巻) ジェニファー・Ａ・ニールセン著
橋本恵訳ほるぷ出版 ヤングアダルト10/下
216 オウリィと呼ばれたころ 終戦をはさんだ自伝物語 佐藤さとる著 理論社 ヤングアダルト10/17
217 レジェンド！ 葛西紀明選手と下川ジャンプ少年団ものがたり( 世の中への扉 ) 城島充著 講談社 ヤングアダルト10/23
218 だいじな本のみつけかた（仮）( ＢＯＯＫ　ＷＩＴＨ　ＹＯＵ) 大崎梢著 光文社 ヤングアダルト10/
219 なみだの穴 ( おはなしだいすき ) まはら三桃作
丹下京子絵小峰書店 ヤングアダルト10/上
220 歴史を変えた１００の大発見 宇宙－果てのない探索の歴史平松正顕訳 丸善出版 ヤングアダルト10/


