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1 世界で最初の音 白川道著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 12/18

2 惑星カロン ( ハルチカシリーズ ) 初野晴著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 1/6

3 神変理層夢経２　猫文学機械品　猫キャンパス荒神 笙野頼子著 河出書房新社日本文芸書 12/15

4 九年前の祈り 小野正嗣著 講談社 日本文芸書 12/17

5 小旋風の夢絃 ※第９回小説現代長編新人賞受賞作品小島環著 講談社 日本文芸書 1/8

6 それでも前へ進む 伊集院静著 講談社 日本文芸書 12/4

7 秘恋　日野富子異聞 鳥越碧著 講談社 日本文芸書 12/17

8 雪炎（ｾﾂｴﾝ） 馳星周著 集英社 日本文芸書 1/5

9 銀幕の神々　任侠グラフィティ 山本甲士著 小学館 日本文芸書 12/15

10 天鬼越 ( 蓮丈那智フィールドファイル５) 北森鴻著
浅野里沙子著新潮社 日本文芸書 12/22

11 少女のための秘密の聖書 鹿島田真希著 新潮社 日本文芸書 12/22

12 避難所 垣谷美雨著 新潮社 日本文芸書 12/22

13 プール葬 新井千裕著 中央公論新社日本文芸書 12/20

14 北条早雲　悪人覚醒篇 富樫倫太郎著 中央公論新社日本文芸書 12/20

15 インドクリスタル 篠田節子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 12/19

16 営繕（ｴｲｾﾞﾝ）かるかや怪異譚 小野不由美著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 12/3

17 自滅 柴田よしき著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 12/24

18 鼠、滝に打たれる ( 鼠シリーズ８ ) 赤川次郎著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 12/19

19 あなたは、誰かの大切な人 原田マハ著 講談社 日本文芸書 12/17

20 オネスティ 石田衣良著 集英社 日本文芸書 1/5

21 教団Ｘ 中村文則著 集英社 日本文芸書 12/15

22 月光のスティグマ 中山七里著 新潮社 日本文芸書 12/22

23 ご破算で願いましては　みとや・お瑛仕入帖 梶よう子著 新潮社 日本文芸書 12/18

24 アンブラッセ 阿刀田高著 文藝春秋 日本文芸書 1/上

25 風のベーコンサンド　高原カフェ日誌（ダイアリー） 柴田よしき著 文藝春秋 日本文芸書 12/下

26 千春の婚礼 ( 新・御宿かわせみ５ ) 平岩弓枝著 文藝春秋 日本文芸書 1/上

27 影踏み鬼　新撰組篠原泰之進日録 葉室麟著 文藝春秋 日本文芸書 1/上

28 晩鐘 佐藤愛子著 文藝春秋 日本文芸書 12/上

29 ブルース 桜木紫乃著 文藝春秋 日本文芸書 12/上

30 起き姫　口入れ屋のおんな 杉本章子著 文藝春秋 日本文芸書 1/上

31 私はテレビに出たかった 松尾スズキ著 朝日新聞出版日本文芸書 12/5

32 逢魔が山（仮） 犬飼六岐著 光文社 日本文芸書 12/

33 忍者物語 東郷隆著 実業之日本社日本文芸書 12/上

34 マル暴甘糟 今野敏著 実業之日本社日本文芸書 12/上

35 レッツゴー・ばーさん！ 平安寿子著 筑摩書房 日本文芸書 12/8

36 田舎の刑事の好敵手 ( ミステリ・フロンティア ) 滝田務雄著 東京創元社 日本文芸書 12/22

37 死と砂時計 ( 創元クライム・クラブ ) 鳥飼否宇著 東京創元社 日本文芸書 1/8

38 臣女 吉村萬壱著 徳間書店 日本文芸書 12/10

39 ５人のジュンコ 真梨幸子著 徳間書店 日本文芸書 12/10

40 いちばん近くて遠い（仮） 小手鞠るい著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 12/8

41 青い翅（ﾊﾈ） 吉永南央著 双葉社 日本文芸書 12/16

42 乙霧村の七人 伊岡瞬著 双葉社 日本文芸書 12/19

43 本は友だち 池内紀著 みすず書房 日本文芸書 12/中

44 悪い恋人 井上荒野著 朝日新聞出版日本文芸書 12/5

45 福も来た　パンとスープとネコ日和 群ようこ著 角川春樹事務所日本文芸書 12/中

46 旅者の歌　第２部 小路幸也著 幻冬舎 日本文芸書 12/15

47 ルール 堂場瞬一著 実業之日本社日本文芸書 12/上

48 六花落々（ﾘｯｶﾌﾙﾌﾙ） 西條奈加著 祥伝社 日本文芸書 12/12

49 何が困るかって 坂木司著 東京創元社 日本文芸書 12/12

50 御松茸（ｵﾏｯﾀｹ）騒動 朝井まかて著 徳間書店 日本文芸書 12/10

51 波止場浪漫　上 諸田玲子著 日本経済新聞出版社日本文芸書 12/3
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52 波止場浪漫　下 諸田玲子著 日本経済新聞出版社日本文芸書 12/3

53 キミの名前　箱庭旅団 朱川湊人著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 12/12

54 峠しぐれ 葉室麟著 双葉社 日本文芸書 12/16

55 ありふれた祈り ※ハヤカワ・ミステリワールド／ＭＷＡ賞最優秀長篇賞受賞作品ウィリアム・Ｋ・クルーガー著
宇佐川晶子訳早川書房 外国文芸書 12/

56 雪山の白い虎 デイヴィッド・ゴードン著
青木千鶴訳早川書房 外国文芸書 12/

57 善き女の愛 ※新潮クレスト・ブックス／１９９８年度全米批評家賞＆ギラー賞受賞作品アリス・マンロー著
小竹由美子訳新潮社 外国文芸書 12/22

58 禁忌 フェルディナント・フォン・シーラッハ著
酒寄進一訳東京創元社 外国文芸書 1/8

59 高い窓　新訳版 レイモンド・チャンドラー著
村上春樹訳早川書房 外国文芸書 12/

60 はぎれで作る　かわいい布絵手紙 きくちいま著 河出書房新社くらしの実用書12/10

61 親の家を片づけるなら　「プロ整理業者」に任せなさい 吉田太一著 主婦の友社 くらしの実用書12/12

62 手作りのおひなさま（仮） ( レッスンシリーズ ) パッチワーク通信社くらしの実用書12/8

63 朝がんばらなくていいお弁当 藤野嘉子著 文化出版局 くらしの実用書1/9

64 はじめてのママでも作れる通園・通学グッズ 御苑あきこ著 文化出版局 くらしの実用書12/

65 水引アレンジ手帖。 長浦ちえ著 エクスナレッジくらしの実用書12/12

66 お料理するって楽しい！　子どもクッキング　イベントごはん( 講談社のお料理ＢＯＯＫ) 葛（カツラ）恵子著講談社 くらしの実用書12/11

67 世界のホットドリンク ホットドリンク編集部著誠文堂新光社くらしの実用書12/10

68 半幅帯で着物もゆかたも、もっと楽しい！ 里和監修 日本文芸社 くらしの実用書12/12

69 数字は武器になる 　数の「超」活用法 野口悠紀雄著 新潮社 ビジネス・くらしの経済12/18

70 図解　実践　介護ビジネスがよくわかる本 中原登世子著 誠文堂新光社ビジネス・くらしの経済12/10

71 日本の名城解剖図鑑 エクスナレッジすまいと住宅 12/25

72 部屋をかっこよくリメイクする本 ( 学研インテリアムック ) ライフ＆フーズ編集室編学研マーケティングすまいと住宅 12/2

73 絶対失敗しない　藤田智の野菜づくりの王道 藤田智著 実業之日本社すまいと住宅 12/中

74 日本の木造遺産　千年の建築を旅する 藤森照信著
藤塚光政写真世界文化社 すまいと住宅 12/16

75 農家が教える　イチゴつくり 農文協編 農山漁村文化協会すまいと住宅 12/15

76 認知症の人の不可解な行動がわかる本 ( 健康ライブラリー ) 杉山孝博監修 講談社 健康と家庭の医学12/8

77 ちょっと具合のよくないときの体操 清水聖志人著
石川みずえ著日東書院本社健康と家庭の医学12/18

78 女性のための　自分で選べる漢方の本（仮） 大澤稔著 ＰＨＰ研究所 健康と家庭の医学12/10

79 認知症の介護に役立つハンドセラピー 鈴木みずえ監修 池田書店 教育と福祉 12/5

80 障害のある子の家族が知っておきたい「親なきあと」 渡部伸著 主婦の友社 教育と福祉 12/19
81 続　子どもはなぜ勉強しなくちゃいけないの？ おおたとしまさ著 日経ＢＰマーケティング教育と福祉 12/18

82 ゆったり遊びじっくり遊び ( 保カリブックス ) 寺西恵里子著 ひかりのくに 教育と福祉 12/上

83 ラスト・ソング　－人生の最期に聴く音楽－ 佐藤由美子著 ポプラ社 教育と福祉 12/1

84 最新版　磯野家の相続税 ( 講談社 ) 長谷川裕雅著 すばる舎 くらしの法律 12/19

85 平泉　北方王国の夢 ( 講談社選書メチエ ) 斉藤利男著 講談社 歴史と紀行 12/10
86 日本国最後の帰還兵　深谷義治とその家族 深谷敏雄著 集英社 歴史と紀行 12/11
87 古地図が語る大災害 本渡章著 創元社 歴史と紀行 12/17
88 注目すべき１２５通の手紙 ショーン・アッシャー著
北川玲訳創元社 歴史と紀行 12/8
89 絶対に行けない　世界の非公開区域９９ ダニエル・スミス著
小野智子訳
片山美佳子訳日経ＢＰマーケティング歴史と紀行 12/18
90 山本作兵衛と炭鉱の記録 ( コロナ・ブックス ) 作兵衛事務所監修
ポレポレタイムス社監修平凡社 歴史と紀行 12/17
91 中村元に学ぶ仏教入門  インドの文化と日本の文化 中村元著 春秋社 日本の文化 12/下
92 決定版　伊勢の神宮 南里空海（ナンリクミ）著世界文化社 日本の文化 12/6
93 胡椒　暴虐の世界史 マージョリー・シェイファー著
栗原泉訳白水社 世界の文化 12/22
94 牛肉の歴史 ( 「食」の図書館 ) ローナ・ピアッティ＝ファーネル著
富永佐知子訳原書房 世界の文化 12/中
95 タロットの歴史 井上教子著 山川出版社 世界の文化 12/1
96 桜宮高校バスケット部体罰事件の真実 島沢優子著 朝日新聞出版現代社会 12/5

97 プロメテウスの罠８　福島原発事故いまだ収束を見ず！ 朝日新聞特別報道部著学研マーケティング現代社会 12/16

98 超高齢社会　日本の挑戦 小尾敏夫著　　　　　　　岩﨑尚子著毎日新聞社 現代社会 12/下

99 ２１世紀の資本 トマ・ピケティ著
山形浩生ほか訳みすず書房 現代社会 12/8
100 「世代」の正体（仮） ( 河出ブックス ) 長山靖生著 河出書房新社現代社会 12/10
101 放射線を浴びたＸ年後 伊東英朗著 講談社 現代社会 12/1
102 管見妄語　とんでもない奴 藤原正彦著 新潮社 現代社会 12/16

103 ３Ｄプリンタ後　2040年衝撃の未来 ホッド・リプソン著
メルバ・カーマン著
斉藤隆央訳東洋経済新報社現代社会 12/11

104 クラゲの不思議 三宅裕志著 誠文堂新光社サイエンス 12/1

105 ノーベル賞でみる現代物理学（仮） ( Ｎｅｗｔｏｎ別冊 ) ニュートンプレスサイエンス 12/27

106 地震との戦い　なぜ橋は地震に弱かったのか 川島一彦著 鹿島出版会 テクノロジー 12/3

107 エネルギー資源のすべてがわかる ( ビジュアルはてなマップ) 矢沢サイエンスオフィス著技術評論社 テクノロジー 12/11
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108 発明とアイデアの文化誌 三浦基弘著
小林公著東京堂出版 テクノロジー 1/
109 電力小売全面自由化で動き出すバイオエネルギー( シリーズ電力大再編 ) 井熊均編著 日刊工業新聞社テクノロジー 12/19
110 有機ＥＬ照明　材料・製法・応用展開のすべて 城戸淳二編著 日刊工業新聞社テクノロジー 1/
111 日本ものづくり遺産 国立科学技術博物館編山川出版社 テクノロジー 1/

112 まるごとアコーディオンの本 三浦みゆき著 青弓社 芸術・スポーツ12/12
113 もっと知りたい長沢蘆雪（ナガサワロセツ）( アート・ビギナーズ・コレクション) 金子信久著 東京美術 芸術・スポーツ12/25
114 簡単にできる！山のファーストエイド 悳（イサオ）秀彦著山と溪谷社 芸術・スポーツ12/19
115 絶対！うまくなる　ヴァイオリン１００のコツ 篠崎史紀著 ヤマハミュージックメディア芸術・スポーツ12/18
116 絶対！わかる　楽典１００のコツ 小谷野謙一著 ヤマハミュージックメディア芸術・スポーツ12/18

117 洋子さんの本棚 小川洋子著
平松洋子著集英社 ライブラリアン12/26

118 おおきくなりたいの マーガリータ・エングル文／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 12/
119 へのかっぱ 飯野和好作・絵 絵本館 児童読み物 12/上

120 影なし山のりん ※ティーンズ文学館／第２２回小川未明文学賞大賞受賞作品宇佐美敬子文　　　　　佐竹美保挿絵学研マーケティング児童読み物 12/2

121 眠れる森の美女 ( クラシックバレエおひめさま物語３) 藤本ひとみ著
東逸子絵講談社 児童読み物 12/11

122 かぐや姫のおとうと 広瀬寿子作
丹地陽子絵国土社 児童読み物 12/中

123 いつでもしろくま 斉藤洋作
高畠純絵小峰書店 児童読み物 12/上
124 カエルになったお姫さま　お姫さまたちの１２のお話 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 12/10
125 どうする　ジョージ！ クリス・ホートン作・絵
木坂涼訳ＢＬ出版 児童読み物 12/20

126 ぷんぷんおばけ なかがわちひろ文・絵理論社 児童読み物 12/中

127 開運えほん かんべあやこ作・絵あかね書房 児童読み物 12/上
128 トロルとにひきのいたずらこやぎ ( おはなしみーつけた！シリーズ) 松居スーザン作
出久根育絵佼成出版社 児童読み物 12/30
129 おぞうにくらべ ( 講談社の創作絵本 ) 宮野聡子作・絵 講談社 児童読み物 12/16
130 ねこ　どんなかお ( 講談社の創作絵本 ) 村上しいこ文
ＭＡＹＡ　ＭＡＸＸ絵講談社 児童読み物 12/12
131 悪ガキ７　タイ行きタイ！（仮） ( 悪ガキ７シリーズ３ ) 宗田理著
中山敦支絵静山社 児童読み物 12/5
132 消えた犬と野原の魔法 フィリパ・ピアス作
ヘレン・クレイグ絵
さくまゆみこ訳徳間書店 児童読み物 12/10
133 十二支のどうぶつ小噺 川端誠作・絵 ＢＬ出版 児童読み物 12/10
134 鳥よめ ( ポプラ社の絵本２９ ) あまんきみこ作
山内ふじ江絵ポプラ社 児童読み物 12/上

135 ねこ探！　ねこもしゃべれば事件にあたる ( ポプラ物語館 ) 村上しいこ作
かつらこ絵ポプラ社 児童読み物 12/上

136 いっしょにつくろう！　季節をたべる冬の保存食・行事食 濱田美里著
藤田美菜子絵アリス館 児童ノンフィクション12/上

137 ひかり・かげ・おとであそぼ！ ( はじめての手づくり科学あそび２　全３巻) 塩見啓一監修
西博志文・おもちゃ制作　　　　　　　　　　　　　こばようこ絵アリス館 児童ノンフィクション12/中

138 かこさとし　あそびずかん　ふゆのまき ( ３配　全４巻 ) かこさとし文・絵 小峰書店 児童ノンフィクション12/下

139 落語の見方・聞き方 ( 林家木久扇のみんなが元気なる学校寄席入門２　全４巻) 林家木久扇監修　　　こどもくらぶ編著
彩流社 児童ノンフィクション12/19
140 いろいろな表とグラフの読みかた ( 表とグラフを使おう！　自由研究・プレゼンにチャレンジ３　全３巻) 渡辺美智子監修 汐文社 児童ノンフィクション12/下
141 チームでたたかう！　夏の競技2 ( まるわかり！　パラリンピック　３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1/上

142 オリンピック　パラリンピック ( Ｑ＆Ａでわかる！　はじめてのスポーツボランティア４　全４巻) 日本スポーツボランティアネットワーク監修ベースボール・マガジン社児童ノンフィクション12/4

143 上着とズボン ( ビジュアルでわかる　世界ファッションの歴史３　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12/中

144 キノコやカビのなかま　真菌のふしぎ ( のぞいてみよう　ウイルス・細菌・真菌図鑑３　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12/中

145 しもばしら ( ちしきのぽけっと１９ ) 細島雅代写真
伊地知英信文岩崎書店 児童ノンフィクション12/

146 進化する船のしくみ ( 子供の科学★サイエンスブックス) 鈴木和夫著 誠文堂新光社児童ノンフィクション12/5

147 自閉症と生きる　テンプル・グランディン（仮） サイ・モンゴメリ著汐文社 児童ノンフィクション12/下
148 空を飛ぶ生き物たち ( 楽しい調べ学習シリーズ) 東昭監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション12/18
149 太陽の草原を駆けぬけて ウーリー・オルレブ作
母袋夏生訳岩波書店 ヤングアダルト12/12

150 はじめての聖書 ( １４歳の世渡り術 ) 橋爪大三郎著 河出書房新社ヤングアダルト12/15

151 東京駅をつくった男 大塚菜生著 くもん出版 ヤングアダルト12/

152 翼を持つ少女　ＢＩＳビブリオバトル部 山本弘著 東京創元社 ヤングアダルト12/19

153 モナミは時間を終わらせる？　Ｔｉｍｅ　ｗａｉｔｓ　ｆｏｒ　ｎｏ　ｏｎｅ！なのだよはやみねかおる著ＫＡＤＯＫＡＷＡヤングアダルト12/1

154 不思議な尻尾 マーガレット・マーヒー著
山田順子訳東京創元社 ヤングアダルト12/10

155 十代に贈りたい心の名短歌１００ 田中章義著 ＰＨＰ研究所 ヤングアダルト12/1

156 ゆめみの駅　遺失物係 ( ｔｅｅｎｓ’　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ) 安東みきえ作
早川司寿乃絵ポプラ社 ヤングアダルト12/上


