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1 私の「貧乏物語」 岩波書店編集部編岩波書店 日本文芸書 9/27
2 虹を待つ彼女 ※第36回横溝正史ミステリ大賞受賞作品逸木裕著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 9/
3 少年聖女　　　 鹿島田真希著 河出書房新社 日本文芸書 8/29
4 花や今宵の 藤谷治著 講談社 日本文芸書 9/13
5 綴られる愛人 井上荒野著 集英社 日本文芸書 10/5
6 芝浜 山本一力著 小学館 日本文芸書 9/15
7 駄犬道中おかげ参り 土橋章宏著 小学館 日本文芸書 9/14
8 朝が来るまでそばにいる 彩瀬まる著 新潮社 日本文芸書 9/16
9 籠の鸚鵡 辻原登著 新潮社 日本文芸書 9/28

10 わたしの隣の王国 七河迦南著 新潮社 日本文芸書 9/16
11 黒面の狐 三津田信三著 文藝春秋 日本文芸書 9/9
12 地上の星 村木嵐著 文藝春秋 日本文芸書 9/21
13 水に立つ人 ※第93回オール讀物新人賞受賞作品 香月夕花著 文藝春秋 日本文芸書 9/28
14 黒い紙（仮） 堂場瞬一著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 9/28
15 孤篷のひと 葉室麟著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 9/
16 白衣の嘘 長岡弘樹著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 9/
17 遠い唇（仮） 北村薫著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 9/29
18 まことの華姫（仮） 畠中恵著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 9/26
19 ヴァラエティ　短篇集 奥田英朗著 講談社 日本文芸書 9/13
20 オライオン飛行 高樹のぶ子著 講談社 日本文芸書 9/21
21 継続捜査ゼミ 今野敏著 講談社 日本文芸書 9/13
22 呉越春秋 （ 湖底の城7 ）宮城谷昌光著 講談社 日本文芸書 9/27
23 失踪者 下村敦史著 講談社 日本文芸書 9/13
24 最悪の将軍 朝井まかて著 集英社 日本文芸書 9/26
25 氷の轍 桜木紫乃著 小学館 日本文芸書 9/27
26 明るい夜に出かけて 佐藤多佳子著 新潮社 日本文芸書 9/16
27 五弁の秋花　みとや・お瑛仕入帖 梶よう子著 新潮社 日本文芸書 9/16
28 デトロイト美術館の奇跡 原田マハ著 新潮社 日本文芸書 9/28
29 手のひらの京（ミヤコ） 綿矢りさ著 新潮社 日本文芸書 9/30
30 魂の沃野　上 北方謙三著 中央公論新社 日本文芸書 9/20
31 魂の沃野　下 北方謙三著 中央公論新社 日本文芸書 9/20
32 Ｉ　ｌｏｖｅ　ｌｅｔｔｅｒ あさのあつこ著 文藝春秋 日本文芸書 9/12
33 おんなの城 安部龍太郎著 文藝春秋 日本文芸書 9/27
34 陰陽師　玉兎ノ巻 陰陽師シリーズ15夢枕獏著 文藝春秋 日本文芸書 9/9
35 わずか一しずくの血 連城三紀彦著 文藝春秋 日本文芸書 9/13
36 横濱つんてんらいら ※第８回角川春樹小説賞受賞作品 橘沙羅著 角川春樹事務所日本文芸書 9/26
37 日本核武装 高嶋哲夫著 幻冬舎 日本文芸書 9/20
38 ８００年後に会いにいく　　【8月ベル追加送品　1977号掲載】※発売が急遽繰り上がりましたため8月ベルにてお送りいたします。ご了承下さいませ。河合莞爾著 幻冬舎 日本文芸書 8/下
39 大癋見（ｵｵﾍﾞｼﾐ）警部の事件簿　リターンズ 深水黎一郎著 光文社 日本文芸書 9/14
40 月輪（ガチリン）先生の犯罪捜査学教室月輪名探偵シリーズ４岡田秀文著 光文社 日本文芸書 9/14
41 ペットショップボーイズ 竹吉優輔著 光文社 日本文芸書 9/14
42 天晴れアヒルバス 山本幸久著 実業之日本社 日本文芸書 9/8
43 わすれて、わすれて 清水杜氏彦著 早川書房 日本文芸書 9/20
44 曲がり木たち 小手鞠るい著 原書房 日本文芸書 9/13
45 桜風堂ものがたり 村山早紀著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 9/20
46 生きる故　大坂の陣異聞 矢野隆著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 9/20
47 罪のあとさき 畑野智美著 双葉社 日本文芸書 9/20
48 あずかりやさん　桐島くんの青春 あずかりやさんシリーズ２大山淳子著 ポプラ社 日本文芸書 9/9
49 試行錯誤に漂う 保坂和志著 みすず書房 日本文芸書 10/3
50 江戸を造った男 伊東潤著
 朝日新聞出版 日本文芸書 9/7
51 下北沢について よしもとばなな著 幻冬舎 日本文芸書 9/20
52 蜜蜂と遠雷 恩田陸著 幻冬舎 日本文芸書 9/20
53 料理通異聞 松井今朝子著 幻冬舎 日本文芸書 9/6
54 新しい鳥たち 片山恭一著 光文社 日本文芸書 9/14
55 戦国２４時　さいごの刻 木下昌輝著 光文社 日本文芸書 9/14
56 スローバラード　Ｓｌｏｗ　ｂａｌｌａｄ 小路幸也著 実業之日本社 日本文芸書 9/8
57 農ガール、農ライフ 垣谷美雨著 祥伝社 日本文芸書 9/14
58 ヒポクラテスの憂鬱 中山七里著 祥伝社 日本文芸書 9/14
59 火災調査官 福田和代著 東京創元社 日本文芸書 9/30
60 生きている、ただそれだけで素晴らしい（仮） 五木寛之著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 9/13
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61 分かれ道ノストラダムス 深緑野分著 双葉社 日本文芸書 9/20
62 ストロベリーライフ 荻原浩著 毎日新聞出版 日本文芸書 9/21
63 むずかしい年頃 アンナ・スタロビネツ著/沼野恭子ほか訳河出書房新社 外国文芸書 9/23
64 堆塵館（タイジンカン）（仮） エドワード・ケアリー著/古屋美登里訳東京創元社 外国文芸書 9/30
65 生か、死か（仮） ※ポケミス／英国推理作家協会賞ゴールドダガー賞受賞作品 マイケル・ロボサム著/越前敏弥訳早川書房 外国文芸書 9/7
66 生ける死者に眠りを 論創海外ミステリ１７５フィリップ・マクドナルド著/鈴木景子訳論創社 外国文芸書 9/下
67 セカンドハンドの時代 スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ著/松本妙子訳岩波書店 外国文芸書 9/29
68 ヌメロ・ゼロ ウンベルト・エーコ著/中山エツコ訳河出書房新社 外国文芸書 9/12
69 四人の交差点 新潮クレストブックストンミ・キンヌネン著/古市真由美訳新潮社 外国文芸書 9/28
70 オはオオタカのオ ※2014年サミュエル・ジョンソン賞・コスタ賞受賞作品  ヘレン・マクドナルド著/山川純子訳白水社 外国文芸書 9/26
71 はじめてでもおいしく作れる　和のお菓子 伊藤玲子著/石澤清美著家の光協会 くらしの実用書 10/上
72 まとめて作って温めるだけ　つくりおきスープ 市瀬悦子著 家の光協会 くらしの実用書 9/27
73 るすめしレシピ 上田淳子著 自由国民社 くらしの実用書 9/15
74 煮もの　炊きもの 真藤舞衣子著 主婦と生活社 くらしの実用書 9/9
75 マグカップケーキ 本間節子著 主婦の友社 くらしの実用書 9/29
76 家族みんなのあったかニット 松村忍＆ｈａｏ著 成美堂出版 くらしの実用書 9/下
77 地豆の料理 伊藤美由紀著 誠文堂新光社 くらしの実用書 9/9
78 ５０歳からはじめる人生整理術 ー終活のススメー（仮）柴田和枝著 日経ＢＰマーケティングくらしの実用書 9/20
79 基本からはじめる着物リフォームの手ぬいレッスン高橋恵美子著 日東書院本社 くらしの実用書 9/下
80 ちょっとの油でサクっとおいしい「揚げない」揚げもの石原洋子著 日本文芸社 くらしの実用書 9/7
81 ホイルでも！ペーパーでも！包み焼き 岩崎啓子著 池田書店 くらしの実用書 9/21
82 「めんどくさい」がなくなる台所 足立洋子著 ＳＢクリエイティブくらしの実用書 9/16
83 まるごとハロウィン コダシマアコ著 かもがわ出版 くらしの実用書 9/下
84 夫に先立たれた９年間を幸せに生きる妻の本 溝口知実著 自由国民社 くらしの実用書 9/3
85 ＴＥＡ　ＢＯＯＫ リンダ・ゲイラード著
磯淵猛監修誠文堂新光社 くらしの実用書 9/5
86 森のたからもの探検帳 飯田猛著 世界文化社 くらしの実用書 9/2
87 手順詳細　贅沢グラタンと旨味シチュー（仮） 柳瀬真澄著 日東書院本社 くらしの実用書 9/15
88 悩まず書ける！伝わる！公務員のＳＮＳ・文章術 小田順子編著 学陽書房 ビジネス・くらしの経済9/16
89 誰からも好かれる　ＮＨＫの話し方 ＮＨＫ日本語センター著ＫＡＤＯＫＡＷＡ ビジネス・くらしの経済9/16
90 職場の問題地図 沢渡あまね著 技術評論社 ビジネス・くらしの経済9/8
91 あなたを悩ます話してもわからない人（仮） 柴田豊幸著/柴田洋平著幻冬舎 ビジネス・くらしの経済9/下
92 ビジネスに絶対欠かせない！正しい「値決め」の教科書中村穂著 すばる舎 ビジネス・くらしの経済9/7
93 オールカラー　小さな会社の総務・労務・経理 大田原幸司著 西東社 ビジネス・くらしの経済9/上
94 私、山の猟師になりました。 三好かやの著 誠文堂新光社 ビジネス・くらしの経済9/9
95 詫びる技術　炎上時代を生き抜くための危機管理（仮）竹中功著 日経ＢＰマーケティングビジネス・くらしの経済9/28
96 図解　ＮＰＯ法人の設立と運営のしかた 宮入健一郎著/中澤正人著/永村清造著/三上恵司著日本実業出版社ビジネス・くらしの経済9/24
97 誰が音楽をタダにした？ （ ハヤカワ・ノンフィクション）スティーヴン・リチャード・ウィット著/関美和訳早川書房 ビジネス・くらしの経済9/20
98 はじめてのエアプランツ　育て方・飾り方 鹿島善晴著/松田行弘著家の光協会 すまいと住宅 9/27
99 ４つの役割が決め手！　宿根草でつくる自分好みの庭（ 生活実用シリーズ　ＮＨＫ趣味の園芸）ＮＨＫ出版編/天野麻里絵監修ＮＨＫ出版 すまいと住宅 9/30

100 受け継がれる住まい　残して使う知恵（仮） 内田青蔵編/小林秀樹編/祐成保志編/松本暢子編柏書房 すまいと住宅 9/21
101 初めてでもできる　部屋と雑貨のペイントリメイクＢＯＯＫ主婦と生活社編 主婦と生活社 すまいと住宅 9/15
102 よくわかる盆栽　基礎から手入れまで 山田香織著 ナツメ社 すまいと住宅 9/1
103 パーキンソン病を知りたいあなたへ（ 病気がわかる本 ）髙橋良輔編著 ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学9/23
104 頭痛をスッキリ治す本　いちばん多い頭痛＝緊張型頭痛のすべて（ 健康ライブラリー）寺本純著 講談社 健康と家庭の医学9/29
105 名医が教える　足のお悩み完全解決バイブル 高倉義典著 誠文堂新光社 健康と家庭の医学9/7
106 ＩＢＳ（過敏性腸症候群）を治す本 水上健著 法研 健康と家庭の医学9/8
107 脳いきいき！楽しい介護レクリエーション 富永雅美著 池田書店 教育と福祉 9/20
108 地域で支える認知症　事例に学ぶ地域連携サポート 吉田輝美編著 ぎょうせい 教育と福祉 8/31
109 ＬＤの子の読み書き支援がわかる本（ 健康ライブラリーイラスト版）小池敏英監修 講談社 教育と福祉 9/12
110 お年寄りと楽しく作る　わくわく壁面飾り１２か月 はやしゆうこ著 成美堂出版 教育と福祉 9/上
111 ０～５歳児発表会コスチューム１５５（ 保カリＢＯＯＫＳ ）寺西恵里子著 ひかりのくに 教育と福祉 9/上
112 すぐに役立つ　図解とＱ＆Ａでわかる（  パート・契約社員・派遣社員の法律問題とトラブル解決法）小島彰監修 三修社 くらしの法律 9/下
113 これならわかる＜すっきり図解＞障害者差別解消法二本柳覚著
 翔泳社 くらしの法律 9/15
114 自己破産と借金整理を考えたら読む本 弁護士法人ベリーベスト法律事務所著日本実業出版社くらしの法律 9/15
115 入門知的財産法 平嶋竜太著/宮脇正晴著/蘆立順美著有斐閣 くらしの法律 9/下
116 昭和８年戦争への足音 石黒敬章著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 歴史と紀行 9/29
117 サピエンス全史　上　文明の構造と人類の幸福 ユヴァル・ノア・ハラリ著/柴田裕之訳河出書房新社 歴史と紀行 9/8
118 サピエンス全史　下　文明の構造と人類の幸福 ユヴァル・ノア・ハラリ著/柴田裕之訳河出書房新社 歴史と紀行 9/8
119 この地にこの城を建てた理由　凸凹地図で読み解く日本の城（ ビジュアルはてなマップ）島崎晋著
東京地図研究社著技術評論社 歴史と紀行 9/29
120 文明開化がやってきた　明治の新聞挿絵に見る人々のくらし林丈二著 柏書房 日本の文化 9/21
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121 鳩居堂の歳時記 鳩居堂監修/広田千悦子著主婦の友社 日本の文化 9/27
122 刀装具ワンダーランド 川見典久著/黒川古文化研究所著創元社 日本の文化 9/23
123 図説　コーヒー （ ふくろうの本／世界の文化）ＵＣＣコーヒー博物館著河出書房新社 世界の文化 10/上
124 ガーデニングとイギリス人　「園芸大国」はいかにしてつくられたか飯田操著 大修館書店 世界の文化 9/24
125 絵で見る　天使百科　その由来から癒しの効果まで クリスティーン・アステル著/白須清美訳原書房 世界の文化 9/21
126 ソーセージの歴史 （ 「食」の図書館 ）ゲイリー・アレン著/伊藤綺訳原書房 世界の文化 9/下
127 インドネシア　イスラーム大国の変貌（ 新潮選書 ）小川忠著 新潮社 現代社会 9/20
128 ユーロから始まる世界経済の大崩壊（仮） ジョセフ・Ｅ・スティグリッツ著/峯村俊哉訳徳間書店 現代社会 9/13
129 ごみゼロへの挑戦 山谷修作著 丸善出版 現代社会 9/下
130 同性婚　だれもが好きな人と結婚する自由 同性婚人権救済弁護団編明石書店 現代社会 10/上
131 奇跡の紫波町プロジェクト 猪谷千香著 幻冬舎 現代社会 9/20
132 ギャンブル依存と生きる（仮） 稲村厚著 彩流社 現代社会 9/下
133 林業がつくる日本の森林 藤森隆郎著 築地書館 現代社会 10/3
134 巨大数 （ 岩波科学ライブラリー253）鈴木真治著 岩波書店 サイエンス 9/6
135 遺伝子の社会 イタイ・ヤナイ著/マルティン・レルヒャー著/野中香方子訳ＮＴＴ出版 サイエンス 10/上
136 雨の自然誌 シンシア・バーネット著/東郷えりか訳河出書房新社 サイエンス 9/15
137 触れることの科学 デイヴィッド・Ｊ・リンデン著/岩坂彰訳河出書房新社 サイエンス 9/15
138 絵でわかる寄生虫の世界 （ 絵でわかるシリーズ）小川和夫監修/長谷川英男著講談社 サイエンス 10/上
139 ダウンバースト　ー発見・メカニズム・予測ー 小林文明著 成山堂書店 サイエンス 9/上
140 進化は万能である （ ハヤカワ・ノンフィクション）マット・リドレー著/大田直子訳/鍛原多恵子訳/柴田裕之訳早川書房 サイエンス 9/20
141 量子物理学の発見　ヒッグス粒子の先までの物語 レオン・レーダーマン著/クリストファー・ヒル著/青木薫訳文藝春秋 サイエンス 9/中
142 空の旅を科学する 伊藤恵理著 河出書房新社 テクノロジー 9/1
143 図解入門　よくわかる最新アンテナの基本と仕組み吉村和明著 秀和システム テクノロジー 9/29
144 図解次世代火力発電　環境性・経済性を両立する実用化への道高橋毅編著 日刊工業新聞社テクノロジー 9/23
145 トコトンやさしい段ボールの本 （ 今日からモノ知りシリーズ）レンゴー株式会社編著/斎藤勝彦監修日刊工業新聞社テクノロジー 9/28
146 トコトンやさしいポンプの本 （ 今日からモノ知りシリーズ）外山幸雄著 日刊工業新聞社テクノロジー 9/26
147 江戸時代人物画帳　シーボルトのお抱え絵師・川原慶賀の描いた庶民の姿小林淳一編著 朝日新聞出版 芸術・スポーツ 9/7
148 若冲の花　信行寺の天井画全１６７枚 辻惟雄編 朝日新聞出版 芸術・スポーツ 9/15
149 大相撲の解剖図鑑 ３４代木村庄之助監修エクスナレッジ 芸術・スポーツ 9/7
150 大相撲の道具ばなし 坂本俊夫著 現代書館 芸術・スポーツ 9/6
151 ゴッホの地図帖　ヨーロッパをめぐる旅 ゴッホ美術館編/千足伸行監修/鮫島圭代訳講談社 芸術・スポーツ 9/28
152 ゴヤ「戦争と平和」 （ とんぼの本 ）大髙保二郎著 新潮社 芸術・スポーツ 9/16
153 万華鏡大全 山見浩司著 誠文堂新光社 芸術・スポーツ 9/7
154 仙厓 （ 別冊太陽日本のこころ２４３）中山喜一朗監修 平凡社 芸術・スポーツ 9/26
155 スイミングの科学 （ 洋泉社ＭＯＯＫ ） 洋泉社 芸術・スポーツ 9/3
156 英語辞書をつくる　編集・調査・研究の現場から 南出康世編/赤須薫編/井上永幸編/投野由紀夫編/山田滋編大修館書店 ライブラリアン 9/27
157 寝るまえ５分の外国語　語学書書評集 黒田龍之助著 白水社 ライブラリアン 9/中
158 お・は・よ・う 今村葦子文/平澤朊子絵あすなろ書房 児童読み物 9/25
159 チロルくんのりんごの木 荒井良二作・絵 ＮＨＫ出版 児童読み物 9/10
160 キリンですけど 高倉浩司文/丸山誠司絵絵本館 児童読み物 9/2
161 ぐるぐるぐる （ こどものくに傑作絵本）内田麟太郎作/長野ヒデ子絵金の星社 児童読み物 9/上
162 コロッケ　できました （ 講談社の創作絵本）彦坂有紀作/もりといずみ画講談社 児童読み物 9/7
163 ねこってこんなふう？ （ 講談社の翻訳絵本）ブレンダン・ウェンツェル作/石津ちひろ訳講談社 児童読み物 9/27
164 ニット帽の天使　プロイスラーのクリスマス物語 オトフリート・プロイスラー作/ヘルベルト・ホルツィング絵/吉田孝夫訳さ・え・ら書房 児童読み物 9/中
165 だれといっしょにいこうかな？ 得田之久文/和歌山静子絵童心社 児童読み物 9/20
166 また　おこられてん （ 童心社のおはなしえほん）小西貴士作/石川えりこ絵童心社 児童読み物 9/9
167 おにぼう（仮） （ とっておきのどうわ）くすのきしげのり作/伊藤秀男絵ＰＨＰ研究所 児童読み物 9/28
168 とびっきりのともだち エイミー・ヘスト文/エイミー・ベイツ絵/落合恵子訳ＢＬ出版 児童読み物 9/25
169 ぼくはちっともねむくない クリス・ホートン作・絵/木坂涼訳ＢＬ出版 児童読み物 9/15
170 どこかで　だれかが　ねむくなる（ 世界傑作絵本シリーズ）メアリー・リン・レイ詩/クリストファー・サイラス・ニール絵/こうのすゆきこ訳福音館書店 児童読み物 9/7
171 りゅうおうさまのたからもの （ 世界傑作絵本シリ－ズ）イチンノロブ・ガンバートル文/バーサンスレン・ボロルマー絵/津田紀子訳福音館書店 児童読み物 9/14
172 いたずらえほんがたべちゃった！ リチャード・バーン作/林木林訳ブロンズ新社 児童読み物 9/12
173 釣りに行こう！ （ 文研じゅべにーる）高橋秀雄作/福田岩緒絵文研出版 児童読み物 9/6
174 としょかんのしろいいぬ（仮） リサ・パップ作・絵/菊田まりこ訳ＷＡＶＥ出版 児童読み物 9/23
175 ギュレギュレ！ 斉藤洋作/樋口たつの絵偕成社 児童読み物 9/20
176 きょうはそらにまるいつき 荒井良二作・絵 偕成社 児童読み物 9/8
177 どんぐりむらのだいくさん （ どんぐりむらシリーズ６）なかやみわ作・絵 学研プラス 児童読み物 9/6
178 ぼくたちが越してきた日から、そいつはそこにいた ローダ・レヴァイン文/エドワード・ゴーリー絵/柴田元幸訳河出書房新社 児童読み物 9/23
179 これはすいへいせん 谷川俊太郎文/ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ絵金の星社 児童読み物 9/6
180 ねこまつりのしょうたいじょう いとうみく文/鈴木まもる絵金の星社 児童読み物 9/12
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181 王様に恋した魔女 柏葉幸子作/佐竹美保絵講談社 児童読み物 9/28
182 マルの背中 岩瀬成子著/酒井駒子絵講談社 児童読み物 9/28
183 ねずみさんのくらべっこ 多田ヒロシ作・絵 こぐま社 児童読み物 9/12
184 おばあちゃんとバスにのって ※翻訳絵本シリーズ ／2016年ニューベリー賞・コールデコット賞オナー賞受賞作品  マット・デ・ラ・ペーニャ作/クリスチャン・ロビンソン絵/石津ちひろ訳鈴木出版 児童読み物 9/27
185 きつねのみちは、天のみち （ 童心社のおはなしえほん）あまんきみこ作/松成真理子絵童心社 児童読み物 9/9
186 つきよの３びき （ 童心社のおはなしえほん）たかどのほうこ作/岡本順絵童心社 児童読み物 9/9
187 空飛ぶリスとひねくれ屋のフローラ※2014年ニューべリー賞受賞作品ケイト・ディカミロ作/Ｋ・Ｇ・キャンベル絵/斎藤倫子訳徳間書店 児童読み物 9/10
188 まどべにならんだ　五つのおもちゃ※2016年度コルデコット賞オナーブック賞、ドクター・スース賞オナーブック賞受賞作品ケビン・ヘンクス作・絵/松井るり子訳徳間書店 児童読み物 9/10
189 しゅくだいとびばこ （ とっておきのどうわ）福田岩緒作・絵 ＰＨＰ研究所 児童読み物 9/28
190 とうだい （ 日本傑作絵本シリーズ）斉藤倫文/小池アミイゴ絵福音館書店 児童読み物 9/14
191 にぎやかな　えのぐばこ ※2015年コルデコット賞オナー賞受賞作品  バーブ・ローゼンストック文/メアリー・グランプレ絵/なかがわちひろ訳ほるぷ出版 児童読み物 9/下
192 賢治童話ビジュアル事典 中地文監修 岩崎書店 児童ノンフィクション9/16
193 調べ学習の基本を身につけよう（ アクティブラーニングで身につく　発表・調べ学習１　全４巻）東京学芸大学附属大泉小学校監修河出書房新社 児童ノンフィクション10/上
194 教科書って著作権があるの？（ 学校で知っておきたい著作権１　全３巻）小寺信良協力/納田繁作汐文社 児童ノンフィクション10/上
195 紙でふく・手でふく！？　異文化・国際理解編（ トイレの自由研究２　全３巻）屎尿・下水研究会監修/こどもくらぶ編著フレーベル館 児童ノンフィクション9/26
196 いのる 長倉洋海作・絵 アリス館 児童ノンフィクション9/12
197 季節のことば （ 調べる学習百科 ）中村和弘監修 岩崎書店 児童ノンフィクション9/16
198 ただしいもちかたの絵本 ＷＩＬＬ子ども知育研究所編/すみもとななみ絵金の星社 児童ノンフィクション9/14
199 ハチのくらし大研究（仮） （ 楽しい調べ学習シリーズ）松田喬著 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション9/15
200 本当の豊かさって何ですか　ホセ・ムヒカと池上彰が語りあった池上彰著/ホセ・ムヒカ著
フジテレビジョン企画ＫＡＤＯＫＡＷＡ ヤングアダルト 9/16
201 少年Ｎの長い長い旅　０１ （ ＹＡ！　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ）石川宏千花著/岩本ゼロゴ画講談社 ヤングアダルト 9/26
202 空への助走　福蜂工業高校運動部 集英社 ヤングアダルト 10/5
203 ねらわれた王座 （ カーシア国シリーズ３　全３巻　完結）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 9/下
204 いい人ランキング　【8月ベル追加送品　1977号掲載】※発売が急遽繰り上がりましたため8月ベルにてお送りいたします。ご了承下さいませ。吉野万理子著 あすなろ書房 ヤングアダルト 8/下
205 わたしがここにいる理由 （ 物語の王国９ ）片川優子作/シライシユウコ画岩崎書店 ヤングアダルト 9/5
206 飛び込み台の女王 ※ＳＴＡＭＰ　ＢＯＯＫＳ／ドイツ児童文学賞受賞作品マルティナ・ヴィルトナー作/森川弘子訳岩波書店 ヤングアダルト 9/15
207 いつも心の中に 小手鞠るい著
 金の星社 ヤングアダルト 9/5
208 Ｘ―０１〔エックスゼロワン〕＃１（ ＹＡ！　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ）あさのあつこ著/田中達之絵講談社 ヤングアダルト 9/26


