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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 詩のなぐさめ 池澤夏樹著 岩波書店 日本文芸書 11/25

2 いつかの人質（仮） 芦沢央著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 11/

3 怪奇探偵リジー＆クリスタル（仮） 山本弘著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 11/

4 校閲ガール　ア・ラ・モード（仮） 宮木あや子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 11/

5 夜の淵をひと廻り 真藤順丈著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 11/

6 うつくしい列島　 池澤夏樹著 河出書房新社日本文芸書 11/25

7 おとなの童話　おかしなことに 勝目梓著 講談社 日本文芸書 12/9

8 クズリ 柴田哲孝著 講談社 日本文芸書 11/18

9 陶炎（仮） 鳥越碧著 講談社 日本文芸書 11/18

10 ペンギンを愛した容疑者　警視庁総務部動植物管理係 大倉崇裕著 講談社 日本文芸書 11/10

11 美麗島紀行 乃单アサ著 集英社 日本文芸書 11/26

12 イデアの影 森博嗣著 中央公論新社日本文芸書 11/20

13 三人孫市 谷津矢車著 中央公論新社日本文芸書 11/20

14 アンソロジー　「捨てる」 ( アンソロジーシリーズ１） 大崎梢著/福田和代著/近藤史恵著/篠田真由美ほか著文藝春秋 日本文芸書 11/12

15 プロローグ 円城塔著 文藝春秋 日本文芸書 11/20

16 砂漠列島（仮） 高嶋哲夫著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 11/

17 はだれ雪（仮） 葉室麟著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 11/

18 地の底の記憶 ※ 第５２回文藝賞受賞作品畠山丑雄著 河出書房新社日本文芸書 11/25

19 ドール ※ 第５２回文藝賞受賞作品山下紘加著 河出書房新社日本文芸書 11/25

20 世にも奇妙な君物語 朝井リョウ著 講談社 日本文芸書 11/18

21 図書室で暮らしたい 辻村深月著 講談社 日本文芸書 11/10

22 決戦！　本能寺
葉室麟著/冲
方丁著

講談社 日本文芸書 11/17

23 光のない海 白石一文著 集英社 日本文芸書 12/2

24 ユートピア 湊かなえ著 集英社 日本文芸書 11/24

25 下町ロケット２　ガウディ計画 池井戸潤著 小学館 日本文芸書 11/2

26 タスキメシ 額賀澪著 小学館 日本文芸書 11/25

27 ロマンシエ 原田マハ著 小学館 日本文芸書 11/25

28 大川契り ( 善人長屋シリーズ ) 西條奈加著 新潮社 日本文芸書 11/18

29 砂浜に坐り込んだ船 池澤夏樹著 新潮社 日本文芸書 11/25

30 天平の女帝　孝謙称徳 玉岡かおる著 新潮社 日本文芸書 11/27

31 謎の毒親 姫野カオルコ著新潮社 日本文芸書 11/22

32 透き通った風が吹いて あさのあつこ著文藝春秋 日本文芸書 11/25

33 冬の光 篠田節子著 文藝春秋 日本文芸書 11/9

34 ラオスにいったい何があるというんですか？　紀行文集 村上春樹著 文藝春秋 日本文芸書 11/19

35 あの人が同窓会に来ない理由 はらだみずき著幻冬舎 日本文芸書 11/

36 天国の一歩前 土橋章宏著 幻冬舎 日本文芸書 11/

37 天の耳 白川道著 幻冬舎 日本文芸書 11/

38 ポンコツ探偵の名推理 滝田務雄著 幻冬舎 日本文芸書 11/10

39 戦国はるかなれど　上 中村彰彦著 光文社 日本文芸書 11/17

40 戦国はるかなれど　下 中村彰彦著 光文社 日本文芸書 11/17

41 おっかなの晩　船宿若狭屋あやかし話 折口真喜子著 東京創元社日本文芸書 11/28

42 師走の扶持　京都鷹ヶ峰御薬園日録 澤田瞳子著 徳間書店 日本文芸書 11/10

43 禁断のスカルペル 久間十義著 日本経済新聞出版社日本文芸書 11/13

44 うそつき、うそつき ※ 第５回アガサ・クリスティー賞受賞作品清水杜氏彦著 早川書房 日本文芸書 11/20

45 ユートロニカのこちら側 ※ ハヤカワＳＦシリーズＪコレクション／ 第３回ハヤカワＳＦコンテスト大賞受賞作品小川哲著 早川書房 日本文芸書 11/20

46 きらきら眼鏡 森沢明夫著 双葉社 日本文芸書 11/17

47 明治・金色キタン 畠中恵著 朝日新聞出版日本文芸書 11/4
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48 真田名刀伝　茶臼割り（仮） 東郷隆著 角川春樹事務所日本文芸書 11/30

49 早春賦 山口恵以子著 幻冬舎 日本文芸書 11/

50 人魚の眠る家 東野圭吾著 幻冬舎 日本文芸書 11/16

51 ビューティーキャンプ 林真理子著 幻冬舎 日本文芸書 11/下

52 ザ・ブラックカンパニー 江上剛著 光文社 日本文芸書 11/17

53 地に巣くう ( 弥勒シリーズ６ ) あさのあつこ著光文社 日本文芸書 11/17

54 ロゴスの市 乙川優三郎著 徳間書店 日本文芸書 11/10

55 復讐するはオレにあり 原田ひ香著 双葉社 日本文芸書 11/17

56 私的読食録 角田光代著
堀江敏幸著プレジデント社日本文芸書 11/1

57 モリアーティ アンソニー・ホロヴィッツ著/駒月雅子訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ外国文芸書 11/26

58 生きるための選択
パク・ヨンミ著
/満園真木訳

辰巳出版 外国文芸書 11/20

59 世界収集家
イリヤ・トロヤ
ノフ著/浅井

早川書房 外国文芸書 11/19

60 特捜部Ｑ　－吊された尐女－ ( ハヤカワ・ミステリ ) ユッシ・エーズラ・オールスン著/吉田奈保子訳早川書房 外国文芸書 11/5

61 ゴースト・ボーイ（仮） マーティン・ピストリウス著/長澤あかね訳ＰＨＰ研究所外国文芸書 11/17

62 図書館大戦争 ※ ロシア・ブッカー賞受賞作品ミハイル・エリザーロフ著/北川和美訳河出書房新社外国文芸書 11/25

63 美について ※ ２００６年オレンジ賞（イギリス）受賞作品ゼイディー・スミス著/堀江里美訳河出書房新社外国文芸書 11/25

64 カイコの紡ぐ嘘　私立探偵コーモラン・ストライク　上 ロバート・ガルブレイス著/池田真紀子訳講談社 外国文芸書 11/11

65 カイコの紡ぐ嘘　私立探偵コーモラン・ストライク　下 ロバート・ガルブレイス著/池田真紀子訳講談社 外国文芸書 11/11

66 未成年 ( 新潮クレスト・ブックス) イアン・マキューアン著/村松潔訳新潮社 外国文芸書 11/25

67 カールの降誕祭 フェルディナント・フォン・シーラッハ著/タダジュン画/酒寄進一訳東京創元社外国文芸書 11/10

68 割合で覚える野菜の和食 村田吉弘著 ＮＨＫ出版 くらしの実用書11/20

69 エコに楽しむお掃除ＢＯＯＫ 住まいと暮らしの雑誌編集部編主婦と生活社くらしの実用書11/26

70 子どもと一緒に、手作りを楽しむ１２か月 主婦と生活社編主婦と生活社くらしの実用書11/30

71 はじめての着物 荘司礼子監修 主婦の友社くらしの実用書11/7

72 大人の上品ヘア＆メイク事典 山岸敦子監修 世界文化社くらしの実用書11/6

73 ホットプレート＆たこやきプレートレシピ（仮）( タツミムック ) 辰巳出版 くらしの実用書11/27

74 イヌ＋ネコ　ペットのためのＱ＆Ａ 山根義久監修 パイインターナショナルくらしの実用書11/

75 大人かわいい！　うで編み＆ゆび編み（仮） 寺西恵里子著 ＰＨＰ研究所くらしの実用書11/11

76 ブラウニーとガトーショコラ 石橋かおり著 文化出版局くらしの実用書11/下

77 ファミリーヒストリー　家族史の調べ方・まとめ方（仮） 宮徹著 ＷＡＶＥ出版くらしの実用書11/9

78 ゼロから理解する「オーディオ」入門帳( ＯＮＴＯＭＯ　ＭＯＯＫ) Ｓｔｅｒｅｏ編 音楽之友社くらしの実用書11/16

79 まいにちおいしい豆レシピ 堤人美著 学研プラス くらしの実用書11/17

80 娘に伝えたい　おせち料理と季節のごちそう( 講談社のお料理ＢＯＯＫ) 本田明子著 講談社 くらしの実用書11/19

81 子どもの着ぐるみ服 野木陽子著 成美堂出版くらしの実用書11/2

82 毎日からだを調える中華スープ パン・ウェイ著 誠文堂新光社くらしの実用書11/10

83 子どもと食べたい時短おやつ ( タツミムック ) 菅野のな著 辰巳出版 くらしの実用書11/下

84 カラー図解　あなたの″不安″をスッキリ解消！クルマの運転術菰田潔著 ナツメ社 くらしの実用書11/中

85 お見舞い・お悔やみ・励まし文例集 現代レター研究会著法研 くらしの実用書11/中

86 手取りが多いのはどっち？ 平林亮子著 幻冬舎 ビジネス・くらしの経済11/24

87 知ってトクする！　年金の疑問７１ 井戸美枝著 集英社 ビジネス・くらしの経済11/26

88 長生き貧乏　老後破産しないためのお金の教科書 塚崎公義著 東洋経済新報社ビジネス・くらしの経済11/5

89 会計士は見た 前川修満著 文藝春秋 ビジネス・くらしの経済11/下

90 クリスマスローズ ( ガーデンライフシリーズ) 横山直樹著 誠文堂新光社すまいと住宅 11/4

91 集合住宅３０講 植田実著 みすず書房すまいと住宅 11/20

92 「耳が聞こえにくい」と思ったら読む本（仮） 中川雅文著 河出書房新社健康と家庭の医学11/25

93 Ｑ＆Ａでよくわかる「アレルギー」のしくみ( 知りたい！サイエンス) 斎藤博久著 技術評論社健康と家庭の医学11/20

94 絵でわかる食中毒の知識 ( 絵でわかるシリーズ) 伊藤武著/西島基弘著講談社 健康と家庭の医学11/25
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95 慶應義塾大学病院の医師１００人が教える「病気の予習帳」慶應義塾大学病院監修/塚崎朝子編著講談社 健康と家庭の医学11/27

96 男こそアンチエイジング 伊藤和弘著 日経ＢＰマーケティング健康と家庭の医学11/27

97 図解　白内障と緑内障の正しい知識と最新治療（仮） 戸張幾生監修 日東書院本社健康と家庭の医学11/6

98 がんのＰＥＴ検査がわかる本 安田聖栄著 法研 健康と家庭の医学11/上

99 学童保育　指導員の仕事　あそびのハンドブック 学童保育あそび隊編著いかだ社 教育と福祉 11/下

100 防災教育の不思議な力 諏訪清二著 岩波書店 教育と福祉 11/19

101 理科好きな子に育つ絵本１００（仮） ほんとほんと著幻冬舎 教育と福祉 11/24

102 完全図解　在宅介護　実践・支援ガイド( 介護ライブラリー ) 三好春樹監修/金田由美子編著/東田勉編著講談社 教育と福祉 11/24

103 吃音のことがよくわかる本 ( 健康ライブラリーイラスト版) 菊池良和監修 講談社 教育と福祉 11/17

104 やさしく言いかえよう　介護のことば 遠藤織枝著/三枝令子著三省堂 教育と福祉 11/24

105 「赤ちゃん苦手かも？」と思ったら読む本 清水悦子著 主婦と生活社教育と福祉 11/27

106 ３歳からの、今どき「外遊び」育児 前橋明著 主婦の友社教育と福祉 12/2

107 子どもの生活と児童文化 川北典子著/村川京子ほか著創元社 教育と福祉 11/9

108 子どもを夢中にさせる　魔法の朗読法 山田敦子著/村上里和著日東書院本社教育と福祉 11/13

109 発達がわかれば保育ができる！（仮）( 保カリＢＯＯＫＳ４１) 川原佐公著 ひかりのくに教育と福祉 11/上

110 高次脳機能障害を生きる 阿部順子著/東川悦子著ミネルヴァ書房教育と福祉 11/

111 すぐに役立つ　図解　実用版　社会保障・介護福祉法律用語若林美佳監修 三修社 くらしの法律 11/27

112 子どものいない夫婦のための養子縁組ガイド 吉田奈穂子著 明石書店 くらしの法律 11/1

113 世界史の図式 ( 講談社選書メチエ ) 岩崎育夫著 講談社 歴史と紀行 11/10

114 帝国議会　〈戦前民主主義〉の五七年( 講談社選書メチエ ) 村瀬信一著 講談社 歴史と紀行 11/10

115 つくられた縄文時代 ( 新潮選書 ) 山田康弘著 新潮社 歴史と紀行 11/27

116 ４７都道府県・温泉百科 山村順次著 丸善出版 歴史と紀行 11/

117 日本の食文化史　旧石器時代から現代まで 石毛直道著 岩波書店 日本の文化 11/27

118 図説　日本語の歴史 ( ふくろうの本／日本の文化) 今野真二著 河出書房新社日本の文化 11/25

119 街にあふれた子どもの遊び（仮） 萩野矢慶記写真彩流社 日本の文化 11/25

120 日本人と漢字 ( 知のトレッキング叢書) 笹原宏之著 集英社 日本の文化 11/26

121 手紙　その消えゆく世界をたどる旅 サイモン・ガーフィールド著/杉田七重訳柏書房 世界の文化 11/24

122 温泉の平和と戦争 石川理夫著 彩流社 世界の文化 11/2

123 日本の財政はどうなっているのか 湯本雅士著 岩波書店 現代社会 11/18

124 リベンジポルノ　性を拡散される若者たち 渡辺真由子著 弘文堂 現代社会 11/18

125 日本の若者はなぜ希望を持てないのか（仮） 鈴木賢志著 草思社 現代社会 11/下

126 文藝春秋オピニオン　２０１６年の論点１００ 文藝春秋 現代社会 11/6

127 パクリ経済（仮）　イミテーションが加速するイノベーション カル・ラウスティアラ著/クリストファー・スプリグマン著/山形浩生他訳みすず書房現代社会 11/25

128 おひとりさまの最期 上野千鶴子著 朝日新聞出版現代社会 11/6

129 ＮＨＫニッポン戦後サブカルチャー史　深堀り進化論 宮沢章夫ほか編著/ＮＨＫ「ニッポン戦後サブカルチャー史」制作班編著ＮＨＫ出版 現代社会 11/27

130 限界マンション　次に来る空き家問題 米山秀隆著 日本経済新聞出版社現代社会 11/6

131 国境なき医師団　その思想と実践に迫る レネー・フォックス著/坂川雅子訳みすず書房現代社会 11/下

132 １８歳からの社会保障読本 ( 叢書・知を究める ) 小塩隆士著 ミネルヴァ書房現代社会 11/下

133 音とことばのふしぎな世界 ( 岩波科学ライブラリー２４４) 川原繁人著 岩波書店 サイエンス 11/5

134 ウイルス・細菌の図鑑 ( 知りたい！サイエンス　イラストレーテッド) 北里英郎著/原和夫著/中村正樹著技術評論社サイエンス 11/下

135 ミミズの謎　暗闇で光るミミズがいるって本当！？ 柴田康平著 誠文堂新光社サイエンス 11/6

136 ニュートリノで探る宇宙と素粒子 梶田隆章著 平凡社 サイエンス 11/20

137 サイバーリスクの脅威に備える（仮）( ＤＯＪＩＮ選書６８ ) 松浦幹太著 化学同人 テクノロジー 11/16

138 トコトンやさしい　機械材料の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) Ｎｅｔ－Ｐ．Ｅ．Ｊｐ編著/横田川昌浩ほか著日刊工業新聞社テクノロジー 11/20

139 トコトンやさしい　ロボットの本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 日本ロボット工業会監修/日刊工業新聞社編日刊工業新聞社テクノロジー 11/26

140 世界を一変させる化学（仮）　元素戦略と新材料( ニュートン別冊 ) ニュートンプレステクノロジー 11/18

141 若冲ＢＯＸ　５ＣＯＬＯＲＳ 安村敏信編著 講談社 芸術・スポーツ11/19
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142 はじめての墨彩画　季節の花を描く 中津宜子著 誠文堂新光社芸術・スポーツ11/4

143 エディー・ジョーンズ　４年間の軌跡（仮） 斉藤健仁著 ベースボール・マガジン社芸術・スポーツ11/19

144 図像学入門（仮）　疑問符で読む日本美術 山本陽子著 勉誠出版 芸術・スポーツ11/

145 青年と雑誌の黄金時代 佐藤卓己編 岩波書店 ライブラリアン11/26

146 文学はなぜ必要か　日本文学＆ミステリー案内 古橋信孝著 笠間書院 ライブラリアン11/5

147 コロボックルの世界へ 佐藤さとる文/村上勉絵講談社 ライブラリアン11/25

148 図書館ごよみ＆イラスト１２００ 全国学校図書館協議会編全国学校図書館協議会ライブラリアン11/上

149 ハヤカワ文庫ＳＦ総解説２０００ ＳＦマガジン編集部編早川書房 ライブラリアン11/20

150 愛の顛末　純愛とスキャンダルの文学史 梯久美子著 文藝春秋 ライブラリアン11/13

151 長新太 ( 別冊太陽　日本のこころ２３４) 別冊太陽編集部編平凡社 ライブラリアン11/25

152 奪われた予言書 ( 妖怪道中三国志１　) 三田村信行作/十々夜絵あかね書房児童読み物 11/下

153 なぞなぞでおやしきたんけん 石津ちひろ作/こみねゆら絵アリス館 児童読み物 11/中

154 こどもる 荒井良二作・絵岩崎書店 児童読み物 11/中

155 ホワイトクリスマス　「雪」 ウォルター・デ・ラ・メア詩/カロリーナ・ラベイ絵/海後礼子訳岩崎書店 児童読み物 11/9

156 ぼくの天国ポスト 寺井広樹原案/志茂田景樹作/福田岩緒絵絵本塾出版児童読み物 11/上

157 アサギをよぶ声　そして時は来た ( 完結編 ) 森川成美作/スカイエマ絵偕成社 児童読み物 11/11

158 ひみつの校庭 ( ティーンズ文学館 ) 吉野万理子作/宮尾和孝絵学研プラス 児童読み物 11/24

159 すすめ！ゆきのきゅうじょたい 竹下文子文/鈴木まもる絵金の星社 児童読み物 11/上

160 へんしんマーケット ( へんしんシリーズ１５) あきやまただし作・絵金の星社 児童読み物 11/18

161 １４番目の金魚 ジェニファー・Ｌ・ホルム作/長崎訓子絵/横山和江訳講談社 児童読み物 11/26

162 ぬいぐるみの　ミュー ( 講談社の創作絵本) いもとようこ作・絵講談社 児童読み物 11/20

163 ヘルシーせんたい　ダイズレンジャー( 講談社の創作絵本) やぎたみこ作・絵講談社 児童読み物 11/11

164 おうさまのくつ ヘレン・ビル文/ルイス・スロボドキン絵瑞雲舎 児童読み物 11/15

165 あまのじゃくに　かんぱい！ ( かんぱい！シリーズ９) 宮川ひろ作/小泉るみ子絵童心社 児童読み物 11/13

166 ボタンちゃん ( ＰＨＰわたしのえほん) 小川洋子作/岡田千晶絵ＰＨＰ研究所児童読み物 11/11

167 よるのとしょかんだいぼうけん 村中李衣作/北村裕花絵ＢＬ出版 児童読み物 11/

168 ぼくのオレンジの木 ( ポプラせかいの文学) ジョゼ・マウロ・デ・ヴァスコンセーロス著/松本乃里子ほか訳ポプラ社 児童読み物 11/上

169 かようびのドレス ボニ・アッシュバーン文/ジュリア・デーノス絵/小川糸訳ほるぷ出版児童読み物 11/13

170 天使がいっぱい 長谷川集平作・絵光村教育図書児童読み物 11/上

171 ぼくが弟にしたこと 岩瀬成子作/長谷川集平絵理論社 児童読み物 11/19

172 火の降る夜に桜舞う ( くのいち小桜忍法帖２) 斉藤洋著/大矢正和絵あすなろ書房児童読み物 11/下

173 ぼくたちの相棒 ケイト・バンクス＆ルパート・シェルドレイク作/杉田比呂美絵/千葉茂樹訳あすなろ書房児童読み物 11/下

174 めいちゃんの５００円玉 なかがわちひろ作・絵アリス館 児童読み物 11/中

175 いちばんのなかよしさん エリック・カール作/アーサー・ビナード訳偕成社 児童読み物 11/17

176 オオカミのはつこい きむらゆういち文/田島征三絵偕成社 児童読み物 11/11

177 ゆうれいでんわ ( どうわがいっぱい／いえのおばけずかん２) 斉藤洋作/宮本えつよし絵講談社 児童読み物 11/19

178 コックさん　のはらキッチンへぜひどうぞ( おしごとのおはなし) まはら三桃作/木村いこ絵講談社 児童読み物 11/25

179 花屋さん　菜乃のポケット ( おしごとのおはなし　) 村上しいこ作/かべやふよう絵講談社 児童読み物 11/25

180 音楽室の日曜日　歌え！オルガンちゃん( わくわくライブラリー／日曜日シリーズ) 村上しいこ作/田中六大絵講談社 児童読み物 11/10

181 おもち！ ( にじいろえほん ) 石津ちひろ作/村上康成絵小峰書店 児童読み物 11/上

182 モンスター・ホテルでごしょうたい 柏葉幸子作/高畠純絵小峰書店 児童読み物 11/下

183 二日月（フツカズキ） ( ホップステップキッズ！２８) いとうみく作/丸山ゆき絵そうえん社 児童読み物 11/2

184 子うさぎジャックとひとりぼっちのかかし バーナデット・ワッツ作・絵/福本友美子訳徳間書店 児童読み物 11/13

185 こんにちは、いたずらっ子エーミル アストリッド・リンドグレーン作/ビヨルン・ベリイ絵/石井登志子訳徳間書店 児童読み物 11/13

186 子どもばやしのお正月 ( ランドセルブックスシリーズ) さげさかのりこ作・絵福音館書店児童読み物 11/18

187 ロックなハート ( 福音館創作童話シリーズ　モールランド・ストーリー２) ひこ・田中作
中島梨絵絵福音館書店児童読み物 11/18

188 ペルペルの魔法 たかどのほうこ作/さとうあや絵理論社 児童ノンフィクション11/19
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189 がんばれ！盲目の犬レディ 山本博著 岩崎書店 児童ノンフィクション11/16

190 認知症と病気 ( おばあちゃん、おじいちゃんを知る本２　　全４巻) 小島喜孝編/矢部広明編/井藤秀喜監修/江頭恵子文/水野あきら絵大月書店 児童ノンフィクション11/20

191 フェアトレードが生まれた背景・歴史・現状( 考えよう！やってみよう！フェアトレード２　全３巻) 渡辺龍也監修/こどもくらぶ編彩流社 児童ノンフィクション11/24

192 キッズペディア　世界遺産                                                                                            小学館編 小学館 児童ノンフィクション11/20

193 なるほど！お金のはなし マーティン・ジェンキンス著/きたむらさとし絵ＢＬ出版 児童ノンフィクション11/9

194 辞書・事典について調べよう ( 辞書・事典のすべてがわかる本２　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11/下

195 ものづくりを変える３Ｄプリンター ( 調べる学習百科 ) 荒舩良孝著/田中浩也監修岩崎書店 児童ノンフィクション11/30

196 うたう！たべる！あそぶ！　１２ヶ月の行事のえほん 講談社編/渥美真由美料理作成/新谷尚紀監修/修井桁容子監修講談社 児童ノンフィクション11/16

197 わたし、がんばったよ。　急性骨髄性白血病をのりこえた女の子のお話。岩貞るみこ作/松本ぷりっつ絵講談社 児童ノンフィクション11/19

198 日本の伝統競技　柔道・剣道から綱引き・かるたまで( 楽しい調べ学習シリーズ) 寒川恒夫監修 ＰＨＰ研究所児童ノンフィクション11/24

199 「エルマーのぼうけん」をかいた女性　ルース・Ｓ・ガネット 前沢明枝著 福音館書店児童ノンフィクション11/18

200 樹皮と枝・つる ( 木と日本人２　全３巻) ゆのきようこ監修・文/長谷川哲雄樹画理論社 児童ノンフィクション11/

201 暗号のポラリス 中山智幸著 ＮＨＫ出版 ヤングアダルト11/14

202 お神楽の夜へ ( シロガラス４ ) 佐藤多佳子著 偕成社 ヤングアダルト11/18

203 世界一ときめく質問、宇宙一やさしい答え ジェンマ・エルウィン・ハリス著/西田美緒子訳河出書房新社ヤングアダルト11/10

204 チポロ 菅野雪虫著 講談社 ヤングアダルト11/5

205 ＲＥＡＣＨＥＤ ( カッシアの物語３ ) アリー・コンディ著/高橋啓訳プレジデント社ヤングアダルト11/27

206 最後の航海 ( オリンポスの神々と７人の英雄５　) リック・リオーダン著/金原瑞人訳/小林みき訳ほるぷ出版ヤングアダルト11/中

207 逃亡者の目 ( 尐年弁護士セオの事件簿５) 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11/20

208 車夫　ｓｈａｆｕ いとうみく著 小峰書店 ヤングアダルト11/下

209 火打箱 ※ カーネギー賞ショートリストノミネート作品
サリー・ガード
ナー著/デイ

東京創元社ヤングアダルト11/26

210 今すぐ読みたい！１０代のためのＹＡブックガイド１５０ 金原瑞人監修/ひこ・田中監修ポプラ社 ヤングアダルト11/10

211 東工大講義　生涯を賭けるテーマをいかに選ぶか 最相葉月著 ポプラ社 ヤングアダルト11/11


