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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 ９５（ｷｭｳｺﾞｰ） 早見和真著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/下
2 誰がために鐘を鳴らす 山本幸久著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/下
3 罪人よやすらかに眠れ 石持浅海著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/下
4 ぼぎわんが、来る（仮） ※ 第２２回日本ホラー小説大賞大賞受賞作品澤村伊智著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/28
5 黄泉がえり遊戯 雪富千晶紀著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/下
6 葬偽屋は弔わない 森晶麿著 河出書房新社日本文芸書 10/15
7 ネンレイズム／開かれた食器棚 山崎ナオコーラ著 河出書房新社日本文芸書 10/15
8 家へ 石田千著 講談社 日本文芸書 10/26
9 東京者がたり 西村賢太著 講談社 日本文芸書 10/19
10 みがかヌかがみ 中里友香著 講談社 日本文芸書 11/10
11 真犯人 翔田寛著 小学館 日本文芸書 10/26
12 デス・エンジェル 久間十義著 新潮社 日本文芸書 10/30
13 時のながめ 高井有一著 新潮社 日本文芸書 10/30
14 窓辺の風　宮城谷昌光　文学と半生 宮城谷昌光著 中央公論新社日本文芸書 10/25
15 肉と衣のあいだに神は宿る 松井雪子著 文藝春秋 日本文芸書 10/上
16 運命の花びら　上 森村誠一著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/26
17 運命の花びら　下 森村誠一著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/26
18 ＧＯＳＩＣＫ　ＰＩＮＫ 桜庭一樹著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/下
19 ヘブンメイカー （ スタープレイヤー２ ） 恒川光太郎著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/
20 ウォーク・イン・クローゼット 綿矢りさ著 講談社 日本文芸書 10/28
21 Ｋｉｌｌｅｒｓ　上 堂場瞬一著 講談社 日本文芸書 10/15
22 Ｋｉｌｌｅｒｓ　下 堂場瞬一著 講談社 日本文芸書 10/15
23 ＳＡＫＡＳＨＩＭＡ　東島進駐官養成学校の決闘 石田衣良著 講談社 日本文芸書 10/下
24 水鏡推理 松岡圭祐著 講談社 日本文芸書 10/15
25 日本文学盛衰史　戦後編 高橋源一郎著 講談社 日本文芸書 10/15
26 メビウスの守護者 （ 法医昆虫学捜査官４ ） 川瀬七緒著 講談社 日本文芸書 10/19
27 ヨイ豊 梶よう子著 講談社 日本文芸書 10/19
28 黒のコスモス少女団　薄紅雪華紋様 朱川湊人著 集英社 日本文芸書 10/26
29 陽だまりの天使たち （ ソウルメイト２ ） 馳星周著 集英社 日本文芸書 10/26
30 墓標なき街 逢坂剛著 集英社 日本文芸書 11/5
31 義貞の旗 安部龍太郎著 集英社 日本文芸書 10/26
32 寮生　１９７１年、函館。 今野敏著 集英社 日本文芸書 10/26
33 わが心のジェニファー 浅田次郎著 小学館 日本文芸書 10/21
34 あこがれ 川上未映子著 新潮社 日本文芸書 10/21
35 ヒトでなし　金剛界の章 京極夏彦著 新潮社 日本文芸書 10/22
36 わかれ 瀬戸内寂聴著 新潮社 日本文芸書 10/30
37 ギブ・ミー・ア・チャンス 荻原浩著 文藝春秋 日本文芸書 10/下
38 怒鳴り癖 藤田宜永著 文藝春秋 日本文芸書 10/上
39 竈河岸(ﾍｯﾂｲｶﾞｼ) （ 髪結い伊三次捕物余話１４） 宇江佐真理著 文藝春秋 日本文芸書 10/下
40 ＭＩＬＫ 石田衣良著 文藝春秋 日本文芸書 10/上
41 シンデレラの告白 ※ 第７回角川春樹小説賞受賞作品櫻部由美子著 角川春樹事務所日本文芸書 10/上
42 凪の司祭 石持浅海著 幻冬舎 日本文芸書 10/下
43 人間性剥奪（仮） 両角長彦著 光文社 日本文芸書 10/15
44 ボス・イズ・バック 笹本稜平著 光文社 日本文芸書 10/15
45 王国は誰のもの （ 創元クライム・クラブ ） 安萬純一著 東京創元社 日本文芸書 10/30
46 絞首台の黙示録 神林長平著 早川書房 日本文芸書 10/21
47 人狼作家 麻耶雄嵩著 原書房 日本文芸書 10/中
48 ペンギンのバタフライ 中山智幸著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 10/22
49 抗争　巨大銀行が溶融した日 江上剛著 朝日新聞出版日本文芸書 10/7
50 闘う君の唄を 中山七里著 朝日新聞出版日本文芸書 10/7
51 ふなふな船橋 吉本ばなな著 朝日新聞出版日本文芸書 10/7
52 竜の道　昇龍篇 白川道著 幻冬舎 日本文芸書 10/下
53 草雲雀 葉室麟著 实業之日本社日本文芸書 10/2
54 殺人鬼の献立表　Ｔｅａｍ・ＨＫ あさのあつこ著 徳間書店 日本文芸書 10/8
55 番神の梅 藤原緋沙子著 徳間書店 日本文芸書 10/8
56 この世にたやすい仕事はない 津村記久子著 日本経済新聞出版社日本文芸書 10/19
57 帰蝶 諸田玲子著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 10/7
58 自画像 朝比奈あすか著 双葉社 日本文芸書 10/20
59 ウィザード１ （ ウィザード・ナイトシリーズ　全４巻） ジーン・ウルフ著
安野玲訳国書刊行会 外国文芸書 10/下
60 ウィザード２ （ ウィザード・ナイトシリーズ　全４巻） ジーン・ウルフ著
安野玲訳国書刊行会 外国文芸書 10/下
61 文学会議 （ 新潮クレスト・ブックス ） セサル・アイラ著
柳原孝敦訳新潮社 外国文芸書 10/30
62 天国からの電話 ミッチ・アルボム著　　　大野晶子訳静山社 外国文芸書 10/21
63 ムシェ　小さな英雄の物語 （ エクス・リブリス ） キルメン・ウリベ著
金子奈美訳白水社 外国文芸書 10/中
64 アルファベット・ハウス （ ハヤカワ・ミステリ ） ユッシ・エーズラ・オールスン著
鈴木恵訳早川書房 外国文芸書 10/16
65 神の水 （ 新ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ ） パオロ・バチガルピ著
中原尚哉訳早川書房 外国文芸書 10/6
66 優しい鬼 レアード・ハント著
柴田元幸訳朝日新聞出版外国文芸書 10/7
67 コドモノセカイ 岸本佐知子編訳 河出書房新社外国文芸書 10/23
68 嵐 ル・クレジオ著
中地義和訳作品社 外国文芸書 10/下
69 書店主フィクリーのものがたり ガブリエル・ゼヴィン著
小尾芙佐訳早川書房 外国文芸書 10/21
70 天国でまた会おう ※ ゴンクール賞受賞作品 ピエール・ルメートル著
平岡敦訳早川書房 外国文芸書 10/15
71 スキン・コレクター Ｊ・ディーヴァー著
池田真紀子訳文藝春秋 外国文芸書 10/上
72 特製ソースでおいしい　絶品グラタンとオーブン焼き 坂田阿希子著 家の光協会 くらしの实用書10/13
73 恵比寿「魚キヨ」が教える　本当にうまい魚の食べ方（ 講談社のお料理ＢＯＯＫ ） 魚キヨ著 講談社 くらしの实用書10/29
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74 しあわせ紅茶時間 斉藤由美著 日本文芸社 くらしの实用書10/22
75 一生役立つ　一筆添える言葉 むらかみかずこ著 ＰＨＰ研究所 くらしの实用書10/16
76 おふくろの味　定番１００ （ 別冊ＮＨＫきょうの料理 ） ＮＨＫ出版編 ＮＨＫ出版 くらしの实用書10/16
77 Ｇｉｒｌｙ　キャンドル・レシピ（仮） 堀崎香著 グラフィック社 くらしの实用書11/5
78 缶詰で　男のもっとええ加減料理 （ 講談社のお料理ＢＯＯＫ ） 石蔵文信著 講談社 くらしの实用書10/22
79 季節のフラワーリース基礎レッスン 橋口学著 誠文堂新光社くらしの实用書10/6
80 ホームソーイングの基礎ＢＯＯＫ 伊藤みちよ著 日本ヴォーグ社くらしの实用書10/30
81 ザクザク焼き菓子レシピ 真藤舞衣子著 文化出版局 くらしの实用書10/下
82 私、海の漁師になりました。 金萬智男著 誠文堂新光社ビジネス・くらしの経済10/2
83 経済とお金の教科書　１年生 大江英樹著 東洋経済新報社ビジネス・くらしの経済10/29
84 クラウドワーキングで稼ぐ！ 吉田浩一郎著 日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済10/23
85 自分の会社を廃業する手続のすべて 竹田哲男著 ぱる出版 ビジネス・くらしの経済10/28
86 家づくり　裏ワザ図鑑 エクスナレッジすまいと住宅 10/21
87 住まいの思考図鑑 佐川旭著 エクスナレッジすまいと住宅 10/4
88 四季の花便利帳 山田幸子監修 主婦の友社 すまいと住宅 10/9
89 はじめてのイタリア野菜　６０種の育て方と食べ方 藤目幸擴著 農山漁村文化協会すまいと住宅 10/15
90 血液のがん　悪性リンパ腫・白血病・多発性骨髄腫（ 健康ライブラリーイラスト版） 飛内賢正監修 講談社 健康と家庭の医学10/9
91 国立病院機構福岡病院の食物アレルギー教室（ 講談社の实用ＢＯＯＫ ） 柴田瑠美子著 講談社 健康と家庭の医学10/29
92 検査結果なんでも早わかり事典 小橋隆一郎著 主婦の友社 健康と家庭の医学10/7
93 ４０歳からのあなたのからだと気持ちの不安をなくす本 吉野一枝著 永岡書店 健康と家庭の医学10/10
94 心の健康診断（仮） （ Ｎｅｗｔｏｎ別冊 ） ニュートンプレス健康と家庭の医学10/28
95 子どもの集中力を育てる聞くトレ （ ヒューマンケアブックス ） 上嶋惠著 学研プラス 教育と福祉 10/27
96 〈お受験〉の歴史学　選択される私立小学校　選抜される親と子（ 講談社選書メチエ ） 小針誠著 講談社 教育と福祉 10/9
97 発達障害がある子のための　おうちでできる就学準備（仮） 道城裕貴著
寺口雅美著 合同出版 教育と福祉 10/下
98 母がおカネをかくします。 吉川浩編 小学館 教育と福祉 10/16
99 学童保育と子どもの放課後 増山均著 新日本出版社教育と福祉 10/24
100 認知症新時代　私らしく生きる 毎日新聞生活報道部編 毎日新聞出版教育と福祉 10/8
101 あなたの老後のお金は誰が守る？　ボケないうちの老い支度 細沢祐樹著 講談社 くらしの法律 10/下
102 ここをチェック！　ネットビジネスで必ずモメる法律問題 中野秀俊著 日本实業出版社くらしの法律 10/21
103 アジア巨大遺跡　兵馬俑・バガン・縄文・アンコール（ ＮＨＫスペシャル ） 鶴間和幸ほか編著
ＮＨＫスペシャル「アジア巨大遺跡」取材班編著ＮＨＫ出版 歴史と紀行 10/31
104 盗まれた最高機密　原爆・スパイ戦の真实（ ＮＨＫスペシャル ） 山崎啓明著 ＮＨＫ出版 歴史と紀行 10/24
105 長崎の教会 吉田さらさ著
飯田裕子写真ＪＴＢパブリッシング歴史と紀行 10/15
106 みんな彗星を見ていた　私的キリシタン探訪記 星野博美著 文藝春秋 歴史と紀行 10/上
107 歴史文化遺産　戦国大名の遺宝 五味文彦監修 山川出版社 歴史と紀行 10/中
108 「昭和天皇实録」講義 古川隆久編
森暢平編
茶谷誠一編吉川弘文館 歴史と紀行 10/15
109 季節のなかの神々　歳事民俗考 小池淳一著 春秋社 日本の文化 10/下
110 おべんとうと日本人（仮） 加藤文俊著 草思社 日本の文化 10/19
111 知れば知るほどおもしろい　日本の道路がわかる事典 浅井建爾著 日本实業出版社日本の文化 10/7
112 ４７都道府県・和菓子／郷土菓子百科 亀井千歩子著 丸善出版 日本の文化 10/下
113 くらべてわかる世界の美しい美術と建築 エクスナレッジ世界の文化 10/23
114 世界の地下鉄　ビジュアルガイドブック 日本地下鉄協会編 ぎょうせい 世界の文化 10/中
115 マイコフィリア　きのこ愛好症 ユージニア・ボーン著
飯島奈美訳
吹春俊光監修パイインターナショナル世界の文化 10/
116 サンタクロース物語 ジョゼフ・Ａ・マカラー著
伊藤はるみ訳原書房 世界の文化 10/下
117 リンゴの歴史 （ 「食」の図書館 ） エリカ・ジャニク著
甲斐理恵子訳原書房 世界の文化 10/下
118 限界費用ゼロ社会 ジェレミー・リフキン著
柴田裕之訳ＮＨＫ出版 現代社会 10/29
119 ネットで進化する人類　ビフォア／アフター・インターネット（ 角川インターネット講座１５ ） 伊藤穰一著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ現代社会 10/22
120 ハウス・オブ・デット　資本主義の真实と債務の正体 アティフ・ミアン著
アミール・サフィ著
岩本千晴訳東洋経済新報社現代社会 10/22
121 地方創生のためのガイドブック（仮） トーマツベンチャーサポート著
日経トップリーダー著日経ＢＰマーケティング現代社会 11/上
122 ルポ　コールセンター（仮）　過剰サービス社会の闇 仲村和代著 朝日新聞出版現代社会 10/20
123 揺れる大欧州 アンソニー・ギデンズ著
脇阪紀行訳岩波書店 現代社会 10/6
124 図解　よくわかる地方議会のしくみ 武田正孝著 学陽書房 現代社会 10/上
125 中国残留孤児　７０年の孤独 平井美帆著 集英社 現代社会 10/26
126 避難の科学　気象災害から命をまもる 古川武彦著 東京堂出版 現代社会 10/上
127 はじめて学ぶ　海洋学 横瀬久芳著 朝倉書店 サイエンス 10/1
128 オーロラ！ （ 岩波科学ライブラリー２４３ ） 片岡龍峰著 岩波書店 サイエンス 10/7
129 生きものたちのつくる巣１０９ 鈴木まもる著 エクスナレッジサイエンス 10/9
130 冥王星と太陽系探査の最前線（仮） （ Ｎｅｗｔｏｎ別冊 ） ニュートンプレスサイエンス 10/19
131 トコトンやさしい　植物工場の本 （ 今日からモノ知りシリーズ ） 森康裕著
高辻正基著
石原隆司著日刊工業新聞社テクノロジー 10/19
132 ザ・パワーハウス　バッテリー開発競争の最前線（仮） スティーブ・レバイン著
田沢恭子訳日経ＢＰマーケティングテクノロジー 10/19
133 確实に速くなる　ランニングの科学 鈴木清和著 池田書店 芸術・スポーツ10/16
134 朝ドラの５５年　全９３作品完全保存版 ＮＨＫ出版編　　　　　　　ＮＨＫドラマ番組部監修ＮＨＫ出版 芸術・スポーツ10/17
135 残酷な王と悲しみの王妃２ 中野京子著 集英社 芸術・スポーツ10/26
136 北欧の挿絵とおとぎ話の世界 海野弘解説・監修 パイインターナショナル芸術・スポーツ10/下
137 絵本ビブリオＬＯＶＥ （ シリーズ絵本をめぐる活動１　全３巻） 中川素子編 朝倉書店 ライブラリアン 10/下
138 紙ものづくりの現場から グラフィック社編集部編 グラフィック社 ライブラリアン 11/5
139 優しいライオン　やなせたかし先生からの贈り物 小手鞠るい著
やなせたかし絵講談社 ライブラリアン 10/7
140 「反知性主義」に陥らないための必読書７０冊 文藝春秋編 文藝春秋 ライブラリアン 10/下
141 再会の島で （ 神々と戦士たち２ ） ミシェル・ペイヴァー著
中谷友紀子訳あすなろ書房 児童読み物 10/下
142 おんがくたい　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
福本友美子訳岩崎書店 児童読み物 10/9
143 とおいほしでも 内田麟太郎作
岡山伸也絵絵本塾出版 児童読み物 10/23
144 ともだちのいす 内田麟太郎文
おくはらゆめ絵くもん出版 児童読み物 10/上
145 ぼくら　ちきゅうじん　だいひょう！ （ 講談社の創作絵本／いちねんせいの１年間） くすのきしげのり作
よしながこうたく絵講談社 児童読み物 10/21
146 ケーキ　やけました （ 講談社の創作絵本 ） 彦坂有紀作・絵
もりといずみ作・絵講談社 児童読み物 10/1



2015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
147 スプーンは知っている （ わくわくライブラリー ） 新藤悦子文
平澤朊子絵 講談社 児童読み物 10/15
148 ニコラといたずら天使 （ 文学の扉／２０１５年度ベストブックス（カナダ子どもの本センター）選出） キャロライン・アンダーソン著
田中奈津子訳講談社 児童読み物 10/15
149 ノラネコぐんだん　おすしやさん （ コドモエのえほん ） 工藤ノリコ作・絵 白泉社 児童読み物 11/6
150 風来坊の子守歌 （ 風来坊シリーズ ） 川端誠作・絵 ＢＬ出版 児童読み物 10/10
151 ブレーメンのおんがくたい ゲルダ・ミューラー文・絵
ふしみみさを訳ＢＬ出版 児童読み物 10/15
152 まほうの　れいぞうこ（仮） たかおかまりこ作　　　さいとうしのぶ作・絵ひかりのくに 児童読み物 10/中
153 女王さまのぼうし （ 児童図書館・絵本の部屋 ） スティーブ・アントニー作・絵
せなあいこ訳評論社 児童読み物 10/中
154 クリスマスの森 （ 世界傑作絵本シリーズ ） ルイーズ・ファティオ文
ロジャー・デュボアザン絵　　　　　　　　　　　　　　　土屋京子訳福音館書店 児童読み物 10/7
155 チャーちゃん 保坂和志作
小沢さかえ絵福音館書店 児童読み物 10/14
156 つんつくせんせいと　かさじぞう たかどのほうこ作・絵 フレーベル館 児童読み物 10/16
157 宇宙の法則　解けない暗号 （ ホーキング博士のスペースアドベンチャー２） ルーシー＆スティーヴン・ホーキング作
さくまゆみこ訳岩崎書店 児童読み物 10/28
158 おはよう！　しゅうしゅうしゃ 竹下文子作
鈴木まもる絵偕成社 児童読み物 10/21
159 みんなのおばけ小学校 （ こころのつばさシリーズ ） 市川宣子作
石井聖岳絵 佼成出版社 児童読み物 10/30
160 いろとりどり （ 講談社の翻訳絵本 ） マーカス・フィスター作・絵
谷川俊太郎訳講談社 児童読み物 10/21
161 サッカー選手　走れ！　みらいのエースストライカー（ おしごとのおはなし ） 吉野万理子文
羽尻利門絵講談社 児童読み物 10/22
162 獣医さん　めざせ！　動物のお医者さん（ おしごとのおはなし ） きむらゆういち作
サトウユカ絵講談社 児童読み物 10/22
163 つくしちゃんとすぎなさん （ わくわくライブラリー ） まはら三桃作
陣崎草子絵講談社 児童読み物 10/29
164 子どものための　ラ・フォンテーヌのおはなし マーガレット・ワイズ・ブラウン再話
アンドレ・エレ絵
あべきみこ訳こぐま社 児童読み物 10/下
165 くじらさんのーたーめなら　えんやこーら（ チューリップえほんシリーズ） 内田麟太郎作
山村浩二絵鈴木出版 児童読み物 10/10
166 きっと　きっと　まもってあげる （ 児童図書館・絵本の部屋 ） マーク・スペリング文　レイン・マーロウ絵
山根基世訳評論社 児童読み物 10/中
167 オニのサラリーマン （ 日本傑作絵本シリーズ ） 富安陽子文
大島妙子絵 福音館書店 児童読み物 10/7
168 レッド・フォックス （ 世界傑作童話シリーズ ） チャールズ・Ｇ・Ｄ・ロバーツ作
チャールズ・リビングストン・ブル絵　　　　　　　　　　桂宥子訳福音館書店 児童読み物 10/14
169 もう　ぬげない ヨシタケシンスケ作・絵 ブロンズ新社 児童読み物 10/上
170 べんり屋、寺岡の冬。 （ 文研じゅべにーる ） 中山聖子著 文研出版 児童読み物 10/13
171 ニレの木広場のモモモ館 （ ノベルズ・エクスプレス ） 高楼方子著
千葉史子絵 ポプラ社 児童読み物 10/上
172 おじいちゃんのコート ジム・エイルズワース文
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 10/下
173 ここで土になる 大西暢夫写真・文 アリス館 児童ノンフィクション10/中
174 くらべてわかる！　イヌとネコ （ 調べる学習百科 ） 浜田一男写真
大野瑞絵著
林良博監修岩崎書店 児童ノンフィクション10/26
175 ニホンカワウソはつくづく運がわるかった？！ 熊谷さとし著 偕成社 児童ノンフィクション10/21
176 植物 （ ミクロワールド大図鑑　全４巻） 医学生物学電子顕微鏡技術学会監修小峰書店 児童ノンフィクション10/下
177 キッズペディア　世界遺産 ＊発売は１１月ですが資料が揃いましたので選書対象に致しました。再度ご案内致します。重複発注にご注意ください。小学館 児童ノンフィクション11/20
178 １０才からはじめるプログラミング図鑑 キャロル・ヴォーダマン著　　　　　　　　　　　　ジョン・ウッドコック著
山崎正浩訳創元社 児童ノンフィクション10/20
179 頭の骨 （ 骨の博物館２ ） 遠藤秀紀監修
黒輪篤司訳辰巳出版 児童ノンフィクション10/8
180 辞書・事典の誕生のひみつ （ 辞書・事典のすべてがわかる本１　全４巻） 倉島節尚監修
稲葉茂勝文あすなろ書房 児童ノンフィクション10/下
181 くだものと木の实いっぱい絵本 堀川理万子作・絵
三輪正幸監修あすなろ書房 児童ノンフィクション10/23
182 あつめた・そだてたぼくのマメ図鑑 盛口満絵・文 岩崎書店 児童ノンフィクション10/26
183 植物工場って何だろう（仮） （ 楽しい調べ学習シリーズ ） 古在豊樹監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション10/26
184 マイナンバーってなんだろう？ （ 新しい制度　マイナンバーがよくわかる！１　全２巻） 内閣府協力 フレーベル館 児童ノンフィクション10/24
185 世界一おもしろい数の本 フロランス・ピノー文
カリーナ・ルアール文
ジョシャン・ジェルネ絵
南條郁子訳ポプラ社 児童ノンフィクション10/上
186 死神うどんカフェ１号店　六杯目 （ ＹＡ！　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ） 石川宏千花著 講談社 ヤングアダルト10/13
187 なりたて中学生　中級編 ひこ・田中著 講談社 ヤングアダルト11/5
188 降矢木すぴかと魔の洋館事件 （ ＹＡ！　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ） 芦辺拓著
清瀬赤目絵 講談社 ヤングアダルト10/15
189 白をつなぐ まはら三桃著 小学館 ヤングアダルト10/21
190 １８　きっぷ 朝日新聞社著
朝井リョウ著朝日新聞出版ヤングアダルト10/7
191 １４歳からの宇宙論 （ １４歳の世渡り術 ） 佐藤勝彦著
中村俊宏著 河出書房新社ヤングアダルト10/20
192 だれもが知ってる小さな国 有川浩著 講談社 ヤングアダルト10/27
193 僕は科学の力でこの世界を変えることにした ジャック・アンドレイカ著
中里京子訳講談社 ヤングアダルト11/2
194 ぼくたちは戦場で育った　サラエボ１９９２－１９９５ ヤスミンコ・ハリロビッチ編
角田光代訳集英社 ヤングアダルト10/26


