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1 悪玉 （ 全３巻 ）鳴海章著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 10/28
2 虚実妖怪百物語　序 （ 全３巻 ）京極夏彦著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 10/13
3 虚実妖怪百物語　破 （ 全３巻 ）京極夏彦著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 10/20
4 虚実妖怪百物語　急 京極夏彦著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 10/27
5 校閲ガール　トルネード 宮木あや子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 10/25
6 一○一教室 似鳥鶏著 河出書房新社 日本文芸書 10/11
7 世界一ありふれた答え 谷川直子著 河出書房新社 日本文芸書 10/25

8 ヴィジョンズ
大森望編/円城
塔著/神林長平

講談社 日本文芸書 10/18

9 紙の城 本城雅人著 講談社 日本文芸書 10/25
10 地鳴き、小鳥みたいな 保坂和志著 講談社 日本文芸書 10/26
11 ぐるぐる問答 森見登美彦著 小学館 日本文芸書 10/25
12 つめ 山本甲士著 小学館 日本文芸書 10/11
13 五つ星をつけてよ （ 南アルプス山岳救助隊Ｋ―９　）奥田亜希子著 新潮社 日本文芸書 10/21
14 火竜の山 樋口明雄著 新潮社 日本文芸書 10/21
15 しんせかい 山下澄人著 新潮社 日本文芸書 10/31
16 賤ヶ岳（シズガダケ）の鬼 吉川永青著 中央公論新社 日本文芸書 10/20
17 スマイリング（仮） 土橋章宏著 中央公論新社 日本文芸書 10/20
18 １７歳に捧げる音楽 坂井希久子著 文藝春秋 日本文芸書 10/27
19 ドローン・スクランブル 未須本有生著 文藝春秋 日本文芸書 10/上
20 なんでわざわざ中年体育 角田光代著 文藝春秋 日本文芸書 10/上
21 梅もどき 諸田玲子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 10/
22 拝啓、江戸川乱歩殿 歌野晶午著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 10/
23 犯罪小説集 吉田修一著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 10/13
24 すみなれたからだで 窪美澄著 河出書房新社 日本文芸書 10/11
25 メビウス 1974 堂場瞬一著 河出書房新社 日本文芸書 10/12
26 潮騒のアニマ　法医昆虫学捜査官（ 水鏡推理４ ）川瀬七緒著 講談社 日本文芸書 10/26
27 アノマリー　 松岡圭祐著 講談社 日本文芸書 10/14
28 天子蒙塵　第一巻 浅田次郎著 講談社 日本文芸書 10/26
29 慈雨（ジウ） 柚月裕子著 集英社 日本文芸書 10/26
30 リーチ先生 原田マハ著 集英社 日本文芸書 10/26
31 脇坂副署長の長い一日 真保裕一著 集英社 日本文芸書 11/4
32 我ら荒野の七重奏 加納朊子著 集英社 日本文芸書 11/4
33 君はレフティ 額賀澪著 小学館 日本文芸書 10/27
34 夜行 森見登美彦著 小学館 日本文芸書 10/25
35 かがやき荘アラサー探偵局 東川篤哉著 新潮社 日本文芸書 10/21
36 壁の男 貫井徳郎著 文藝春秋 日本文芸書 10/下
37 十二人の死にたい子どもたち 冲方丁著 文藝春秋 日本文芸書 10/13
38 浮遊霊ブラジル 津村記久子著 文藝春秋 日本文芸書 10/24
39 黒涙（コクルイ） 月村了衛著 朝日新聞出版 日本文芸書 10/7
40 国家とハイエナ 黒木亮著 幻冬舎 日本文芸書 10/25
41 コクーン 葉真中顕著 光文社 日本文芸書 10/17
42 上流階級　富久丸百貨店外商部２ 高殿円著 光文社 日本文芸書 10/17
43 パレードの明暗 石持浅海著 光文社 日本文芸書 10/17
44 リリース 古谷田奈月著 光文社 日本文芸書 10/17
45 Ｍの暗号 柴田哲孝著 祥伝社 日本文芸書 10/20
46 ジェリーフィッシュは凍らない 市川憂人著 東京創元社 日本文芸書 10/11
47 痣（仮） 伊岡瞬著 徳間書店 日本文芸書 10/28
48 好きなひとができました（仮） 加藤元著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 10/20
49 この青い空で君をつつもう 瀬名秀明著 双葉社 日本文芸書 10/18
50 シャルロットの憂鬱 近藤史恵著 光文社 日本文芸書 10/17
51 恋のゴンドラ 東野圭吾著 実業之日本社 日本文芸書 10/27
52 ツタよ、ツタ 大島真寿美著 実業之日本社 日本文芸書 10/18
53 天を灼く （ 創元日本ＳＦ叢書）あさのあつこ著 祥伝社 日本文芸書 10/20
54 カムパネルラ 山田正紀著 東京創元社 日本文芸書 10/20
55 みやこさわぎ　 お蔦さんの神楽坂日記３ 西條奈加著 東京創元社 日本文芸書 10/31
56 秋萩の散る（仮） （ ハヤカワ・ミステリワールド）澤田瞳子著 徳間書店 日本文芸書 10/7
57 青光の街（ブルーライト・タウン） 柴田よしき著 早川書房 日本文芸書 10/20
58 あなたのゼイ肉、落とします 垣谷美雨著 双葉社 日本文芸書 10/19
59 優しい街 新野剛志著 双葉社 日本文芸書 10/18
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60 アメリカーナ （ ジャック・ヴァンス・トレジャリー２　全３巻）チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ著/くぼたのぞみ訳河出書房新社 外国文芸書 10/25
61 天界の眼　切れ者キューゲルの冒険（ 新潮クレストブックス）ジャック・ヴァンス著/中村融訳国書刉行会 外国文芸書 11/上
62 ジュリエット アリス・マンロー著/小竹由美子訳新潮社 外国文芸書 10/27
63 流砂 （ エクス・リブリス ）ヘニング・マンケル著/柳沢由実子訳東京創元社 外国文芸書 10/27
64 わかっていただけますかねぇ ジム・シェパード著/小竹由美子訳白水社 外国文芸書 10/21
65 煽動者 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 10/12
66 塩の図鑑 青山志穂著 あさ出版 くらしの実用書 10/24
67 フライパンひとつで魚料理 是友麻希著 池田書店 くらしの実用書 10/13
68 すっきり暮らすための捨て方・しまい方 为婦の友社編 为婦の友社 くらしの実用書 10/31
69 ちょっと焦がすだけの絶品レシピ 岩﨑啓子著 辰巳出版 くらしの実用書 10/31
70 アルミホイルで超楽レシピ（仮） ひとりぶん料理研究会著/浅野曜子監修日東書院本社 くらしの実用書 10/27
71 「留守番めし」の作りおき 牧野直子著 文化出版局 くらしの実用書 10/11
72 小さな葬儀と墓じまい 大野屋テレホンセンター監修自由国民社 くらしの実用書 10/14
73 常備菜２ 飛田和緒著 为婦と生活社 くらしの実用書 10/28
74 おいしい！野菜のレシピ帳　３６５日のサラダ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金丸絵里加著 永岡書店 くらしの実用書 10/10
75 つくって楽しむ　わら工芸　生活用具・飾り物・縁起物瀧本広子編
 農山漁村文化協会くらしの実用書 10/6
76 減塩＆低カロリーのダイエット鍋 今泉久美著 文化出版局 くらしの実用書 10/3
77 経済用語図鑑 （ 講談社選書メチエ６３６）花岡幸子著/浜畠かのうイラストＷＡＶＥ出版 ビジネス・くらしの経済11/上
78 ノーベル経済学賞　天才たちから専門家たちへ 根井雅弘編著/荒川章義著/寺尾建著講談社 ビジネス・くらしの経済10/11

79 モノを買うのがめんどくさい （ ＧＡＫＫＥＮ　ＭＯＯＫ）
日戸浩之著/松
下東子著/林裕
之著

東洋経済新報社ビジネス・くらしの経済10/20

80 ＤＩＹで楽しむ　手作りストーブの本 ドゥーパ！編集部編学研プラス すまいと住宅 10/20
81 サツマイモ大学（仮） 山川理著 現代書館 すまいと住宅 10/下
82 香りを楽しむ庭木の本 三上常夫著 講談社 すまいと住宅 10/27
83 剪定　「コツ」の科学　いつどこで切ったらよいかがわかる上条祐一郎監著講談社 すまいと住宅 10/25
84 野に咲く花便利帳 稲垣栄洋監修 为婦の友社 すまいと住宅 10/7

85 体験的ライフタイム・ホームズ論　車いすから考える住まいづくり
丹羽太一編著/
丹羽菜生編著

彰国社 すまいと住宅 10/下

86 歯のインプラント治療に迷っている人へ（ 健康ライブラリーイラスト版）水木信之著 ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学10/17
87 肝炎のすべてがわかる本　Ｃ型肝炎・Ｂ型肝炎・ＮＡＳＨの最新治療泉並木監修 講談社 健康と家庭の医学10/12
88 ウルトラ図解　認知症 朝田隆著 法研 健康と家庭の医学10/12
89 介護施設で何が起きているのか（ 健康ライブラリー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幼児・小学生編）吉田輝美著 ぎょうせい 教育と福祉 10/11
90 自閉症スペクトラムの子のソーシャルスキルを育てる本本田秀夫監修/日戸由刈監修講談社 教育と福祉 10/5
91 発達障害の子どもがみるみる変わるおうち療育 やまもとまゆみ著大和書房 教育と福祉 10/18
92 こどものみかた　春夏秋冬 柴田愛子著 福音館書店 教育と福祉 10/19
93 もめごとゼロ！新しい相続「家族信託」のススメ（ 特定商取引法・景品表示のしくみと対策）河合保弘著 学研プラス くらしの法律 10/18
94 事業者必携　入門図解　改正対応！ 奈良恒則監修 三修社 くらしの法律 10/下
95 中世の古文書入門 小島道裕著 河出書房新社 歴史と紀行 10/17
96 知るほど面白くなる　日本地理 地理教育研究会著日本実業出版社歴史と紀行 10/28
97 日本の名城 五味文彦監修 山川出版社 歴史と紀行 10/20
98 馬場あき子の「百人一首」 馬場あき子著 ＮＨＫ出版 日本の文化 10/20
99 ニセモノ図鑑　贋作と模倣からみた日本の文化史 西谷大著 河出書房新社 日本の文化 10/17

100 幻の料亭・日本橋「百川」　黒船を饗した江戸料理（ シリーズ・ニッポン再発見４）小泉武夫著 新潮社 日本の文化 10/21
101 トイレ　排泄の空間から見る日本の文化と歴史（ 小学館クリエイティブビジュアル）屎尿・下水研究会編著ミネルヴァ書房日本の文化 10/中
102 万博の歴史 平野暁臣著 小学館 世界の文化 10/28
103 誰も知らない世界のことわざ （ 「食」の図書館 ）エラ・フランシス・サンダース著/前田まゆみ訳創元社 世界の文化 10/17
104 脂肪の歴史 ミシェル・フィリポブ著/朋部千佳子訳原書房 世界の文化 10/14
105 タックスヘイブンの深い闇　パナマ文書 奥山俊宏著/五十嵐聖士郎著朝日新聞出版 現代社会 10/20
106 だから数字にダマされる「若者の○○離れ」「昔はよかった」の９割はウソ（ 文春ムック ）小林直樹著 日経ＢＰマーケティング現代社会 10/19
107 文藝春秋オピニオン ２０１７年の論点１００ 文藝春秋 現代社会 11/4
108 環境破壊図鑑　破壊と再生の現場から 藤原幸一著 ポプラ社 現代社会 11/20
109 乳がんと生きる　ステージ４記者の「現場」 毎日新聞生活報道部著毎日新聞出版 現代社会 10/12
110 子どもと貧困 朝日新聞取材班編朝日新聞出版 現代社会 10/20
111 先進事例から学ぶ　成功する公共施設マネジメント南学編著 学陽書房 現代社会 10/12
112 事例からみた水害リスクの減災力 末次忠司著 鹿島出版会 現代社会 10/5
113 日本の防災　世界の災害 石渡幹夫著 鹿島出版会 現代社会 10/5
114 危険ドラッグの基礎知識 舩田正彦著 講談社 現代社会 10/21
115 老衰死　穏やかな最期を迎えるには（ 岩波科学ライブラリー２５４）ＮＨＫスペシャル取材班著講談社 現代社会 10/25
116 クモの糸でバイオリン 大﨑茂芳著 岩波書店 サイエンス 10/5
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117 描かれた病　疾病及び芸術としての医学装画 リチャード・バーネット著/中里京子訳河出書房新社 サイエンス 10/10
118 雪と氷　楽しい科学図鑑（仮） 武田康男著 草思社 サイエンス 10/中
119 ここまでわかった！最新宇宙のすごい話　ニュートリノから重力波まで竹内薫著 徳間書店 サイエンス 10/12
120 図解　冷凍設備の基礎 （ 今日からモノ知りシリーズ）鈴木輝明著 ナツメ社 テクノロジー 10/14
121 トコトンやさしいドローンの本 鈴木真二監修/日本ＵＡＳ産業振興協議会編日刉工業新聞社テクノロジー 10/27
122 ここまで来た！　２０１７　世界を変える１００の技術日経ＢＰ社編 日経ＢＰマーケティングテクノロジー 10/20
123 ラジオ技術・産業の百年史 岡部匡伸著 勉誠出版 テクノロジー 10/
124 思考力と判断力を鍛える！　図解　チェス入門（仮） 渡辺暁著 朝日新聞出版 芸術・スポーツ 10/20
125 スポめし（仮） （ ＬＥＶＥＬ　ＵＰ　ＢＯＯＫ）細野恵美監修 朝日新聞出版 芸術・スポーツ 10/20
126 観戦＆プレーで役に立つ！　バドミントンのルール（ とんぼの本 ）日本バドミントン協会監修実業之日本社 芸術・スポーツ 10/19
127 正倉院宝物　１８１点鑑賞ガイド 杉本一樹著 新潮社 芸術・スポーツ 10/31
128 将棋界の不思議な仕組み　プロ棋士という仕事 青野照市著 創元社 芸術・スポーツ 10/19
129 もっと知りたい　カンディンスキー　 -生涯と作品- 松本透著 東京美術 芸術・スポーツ 10/26
130 ラブ・ゲーム　テニスの歴史（仮）（ １００年インタビュー）エリザベス・ウィルソン著/野中邦子訳白水社 芸術・スポーツ 10/25
131 ミスタープロ野球　魂の伝言 （ 別冊太陽　日本のこころ２４４）長嶋茂雄著 ＰＨＰ研究所 芸術・スポーツ 10/18
132 江戸琳派の美　抱一、其一とその系脈 岡野智子監修 平凡社 芸術・スポーツ 10/24
133 狂うひと　「死の棘」の妻・島尾ミホ 梯久美子著 新潮社 ライブラリアン 10/31
134 まめまめくん デヴィッド・カリ文/セバスチャン・ムーラン絵/ふしみみさを訳あすなろ書房 児童読み物 10/25
135 おおゆきくまちゃん （ えほんのぼうけん７８）シャーリー・パレントー作/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 10/21
136 けもののにおいがしてきたぞ （ みんなのきょうしつ）ミロコマチコ作・絵岩崎書店 児童読み物 10/12
137 みんなでクリスマス （ ほげちゃん３ ）ヒラリー・ロビンソン文/マンディ・スタンレイ絵絵本塾出版 児童読み物 10/下
138 ほげちゃんとこいぬのペロ やぎたみこ作・絵偕成社 児童読み物 10/24
139 かまくらレストラン 真珠まりこ作・絵教育画劇 児童読み物 10/下
140 １００円たんけん 中川ひろたか文/岡本よしろう絵くもん出版 児童読み物 10/中
141 どうぶつたちのクリスマスツリー（ 講談社の創作絵本）ジャン・ウォール作/レナード・ワイスガード絵/こみやゆう訳好学社 児童読み物 10/18
142 大坂城　絵で見る日本の城づくり（ 講談社の創作絵本）青山邦彦作/北川央監修講談社 児童読み物 10/28
143 きつねのがっこう （ 文学の扉 ）いもとようこ作・絵講談社 児童読み物 10/6
144 ぐるぐるの図書室 （ 講談社の創作絵本）まはら三桃著/菅野雪虫著/濱野京子ほか著講談社 児童読み物 10/26
145 新幹線のたび２　～金沢から新函館北斗、札幌へ～（ 講談社の創作絵本）コマヤスカン作・絵講談社 児童読み物 10/26
146 ほしじいたけ　ほしばあたけ　じめじめ谷でききいっぱつ（ 全３巻 ）石川基子作・絵 講談社 児童読み物 10/19
147 ライバル・オン・アイス１　　わたしは負けない！ 吉野万理子作
げみ絵講談社 児童読み物 10/24
148 キルトでつづるものがたり　奴隷ハリエット・パワーズの心の旅バーバラ・ハーカート文/杉田七重訳さ・え・ら書房 児童読み物 10/上
149 はじめてのオーケストラ （ アーサー王の世界１　全４巻）佐渡裕作/はたこうしろう絵小学館 児童読み物 10/27
150 大魔法師マーリンと王の誕生 斉藤洋作 静山社 児童読み物 10/12
151 ゆっくりおでかけ （ コドモエのえほん）五味太郎作・絵 童心社 児童読み物 10/13
152 ノラネコぐんだん　そらをとぶ 工藤ノリコ作・絵 白泉社 児童読み物 11/2
153 あくしゅかい ※オランダ銀の石筆賞、ＢＩＢ金牌賞受賞作品村上しいこ文/青山友美絵ＢＬ出版 児童読み物 10/20
154 シラユキさんとあみあみモンスター（ 文学の森 ）アンネマリー・ファン・ハーリンゲン作/野坂悦子訳ＢＬ出版 児童読み物 10/20
155 あかりさん、どこへ行くの？ 近藤尚子作/江頭路子絵フレーベル館 児童読み物 10/21
156 モモンガのはいたつやさんとクリスマスのおとしもの（ ほるぷ創作絵本 ）ふくざわゆみこ作・絵文溪堂 児童読み物 10/下
157 トマとエマのとどけもの 大庭賢哉作・絵 ほるぷ出版 児童読み物 10/25
158 ホイッパーウィル川の伝説 ※ケイト・グリーナウェイ賞受賞作品キャシー・アッペルト作/アリスン・マギー絵/吉井知代子訳あすなろ書房 児童読み物 10/25
159 シャクルトンの大漂流 ウィリアム・グリル作・絵/千葉茂樹訳岩波書店 児童読み物 10/14
160 クマのプー　世界一のクマのお話 ポール・ブライト作/ブライアン・シブリー作/ジャンヌ・ウィリス作/ケイト・サウンダース作/森絵都訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ 児童読み物 10/下
161 みつけてん ジョン・クラッセン作・絵/長谷川義史訳クレヨンハウス 児童読み物 10/21
162 七五三だよ　一・二・三 長野ヒデ子作・絵佼成出版社 児童読み物 10/10
163 たべもののおはなし　オムライス　オムライスのたまご森絵都作/陣崎草子絵講談社 児童読み物 10/25
164 たべもののおはなし　おむすび　うめちゃんとたらこちゃん（ わくわくライブラリー）もとしたいづみ作/田中六大絵講談社 児童読み物 10/25
165 サバンナのいちにち （ としょかんねずみシリーズ　番外編）斉藤洋作/高畠純絵講談社 児童読み物 10/6
166 おとうさんねずみのクリスマスイブ（ チューリップえほんシリーズ）ダニエル・カーク作・絵/渡辺鉄太訳瑞雲舎 児童読み物 10/7
167 みかんのめいさんち 平田昌弘作/平田景絵鈴木出版 児童読み物 10/7
168 ミミとまいごの赤ちゃんドラゴン（ 世界傑作絵本シリーズ）マイケル・モーパーゴ作/ヘレン・スティーヴンズ絵
おびかゆうこ訳徳間書店 児童読み物 10/13
169 エマのたび （ 日本傑作絵本シリーズ）クレ－ル・フロッサール文。絵/エティエンヌ・フロッサール写真/木坂涼訳福音館書店 児童読み物 10/12
170 もみの木のねがい エステル・ブライヤージャニィ・ニコル再話/こみねゆら絵/おびかゆうこ訳福音館書店 児童読み物 10/12
171 ふたりはバレリーナ バーバラ・マクリントック作・絵/福本友美子訳ほるぷ出版 児童読み物 10/25
172 耳の聞こえないメジャーリーガー　ウィリアム・ホイ（ ゴミと人類のたたかい過去・現在・未来　３巻１配　全３巻）ナンシー・チャ－ニン作/ジェズ・ツャ絵/斉藤洋訳光村教育図書 児童読み物 10/下
173 「５Ｒ＋１Ｒ」とは？ 稲葉茂勝著 あすなろ書房 児童ノンフィクション10/下
174 ハーブをたのしむ絵本 （ 調べる学習百科 ）大野八生作・絵 あすなろ書房 児童ノンフィクション10/25
175 未来のために学ぶ　四大公害病（ 小学館キッズペディア・アドバンス／学習ビジュアル百科）除本理史監修 岩崎書店 児童ノンフィクション10/31
176 日本と世界の祭り 辻原康夫著 小学館 児童ノンフィクション10/19
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177 カミカミおもしろ　だ液学 （ トイレの自由研究１　全３巻２配）岡崎好秀著 少年写真新聞社児童ノンフィクション10/中
178 おしりを洗う習慣ができた！ （ 懐かしくて美味しい写真絵本シリーズ　３）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10/20
179 にっぽんのおかず 白央篤司著 理論社 児童ノンフィクション10/19
180 ピクチャーペディア　なんでもいっぱい大図鑑 スミソニアン協会監修/ＤＫ社編河出書房新社 児童ノンフィクション11/8
181 キッズペディア地球館　生命の星のひみつ 神奈川県立生命の星・地球博物館監修小学館 児童ノンフィクション11/24
182 子どもに伝えたい伝承遊び　からくり 奈良町からくりおもちゃ塾監修/安田真紀子著文溪堂 児童ノンフィクション11/上
183 鳥のいる地球はすばらしい　～人と生き物の自然を守る～（ 単位がわかるシリーズ１　全３巻）国松俊英著
関口シュン絵文溪堂 児童ノンフィクション11/上
184 メートルのえほん ※アイスランド文学賞受賞作品オフィス３０３編 ほるぷ出版 児童ノンフィクション10/下
185 タイムボックス アンドリ・Ｓ・マグナソン著/野沢佳織訳ＮＨＫ出版 ヤングアダルト 10/25
186 たのしい動物化石 （ ＹＡ！　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ）土屋健著
ネイチャー＆サイエンス編河出書房新社 ヤングアダルト 10/25
187 死神うどんカフェ１号店　別腹編☆ 石川宏千花著/庭画講談社 ヤングアダルト 10/26
188 なりたて中学生　上級編 ひこ・田中著 講談社 ヤングアダルト 10/26
189 自分で考えよう　世界を知るための哲学入門（ 児童図書館・文学の部屋）ペーテル・エークベリ著/枇谷玲子訳晶文社 ヤングアダルト 10/中
190 スマート　キーラン・ウッズの事件簿（ ｔｅｅｎｓ’　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　４１）キム・スレイター著/武富博子訳評論社 ヤングアダルト 10/31
191 あたしの、ボケのお姫さま 令丈ヒロ子著 ポプラ社 ヤングアダルト 10/上
192 アレグロ・ラガッツァ あさのあつこ著 朝日新聞出版 ヤングアダルト 10/18
193 きみの声を聞かせて （ １４歳の世渡り術）小手鞠るい著 偕成社 ヤングアダルト 10/18
194 昆虫たちの世渡り術 海野和男著 河出書房新社 ヤングアダルト 10/25
195 ＫＺ’　Ｄｅｅｐ　Ｆｉｌｅ　桜坂は罪をかかえる 藤本ひとみ著 講談社 ヤングアダルト 10/5
196 レイン　雨を抱きしめて アン・Ｍ・マーティン作/西本かおる訳小峰書店 ヤングアダルト 10/下
197 ひかり生まれるところ （ ジュニアサイエンス）まはら三桃著 小学館 ヤングアダルト 10/27
198 北極と南極の探検 石沢賢二監訳/鈴木理訳丸善出版 ヤングアダルト 10/下


