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1 あさ美さんの家さがし 黒野伸一著 河出書房新社 日本文芸書 11/25
2 Ａｎｄ ｓｏ ｔｈｉｓ ｉｓ Ｘｍａｓ 秦建日子著 河出書房新社 日本文芸書 11/22
3 自生の夢 飛浩隆著 河出書房新社 日本文芸書 11/25
4 十年後のこと 東浩紀著/彩瀬まる著/角野栄子著/中村文則ほか著河出書房新社 日本文芸書 11/16
5 ひょうすべの国 笙野頼子著 河出書房新社 日本文芸書 11/21
6 ノスタルジー１９７２ 朝倉かすみ著/重松清著/堂場瞬一著/中島京子ほか著講談社 日本文芸書 11/15
7 浜の甚兵衛 熊谷達也著 講談社 日本文芸書 11/15
8 ヒーローの選択 行成薫著 講談社 日本文芸書 11/22
9 タイムマシンでは、行けない明日 畑野智美著 集英社 日本文芸書 11/25

10 雨利終活写真館 芦沢央著 小学館 日本文芸書 11/29
11 広域警察 極秘捜査班 ＢＵＧ 福田和代著 新潮社 日本文芸書 11/22
12 野良ビトたちの燃え上がる肖像 木村友祐著 新潮社 日本文芸書 11/23
13 ヘダップ！ 三羽省吾著 新潮社 日本文芸書 11/22
14 清十郎の目 吉村龍一著 中央公論新社 日本文芸書 11/15
15 賢者の石、売ります 朱野帰子著 文藝春秋 日本文芸書 11/下
16 週末探偵 沢村浩輔著 文藝春秋 日本文芸書 11/上
17 ギフトはまだか（仮） 平岡陽明著 文藝春秋 日本文芸書 11/上
18 いまさら翼といわれても ( ＜古典部＞シリーズ６) 米澤穂信著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 11/28
19 ＧＯＳＩＣＫ ＧＲＥＥＮ 桜庭一樹著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 11/30
20 私立 新宿歌舞伎町学園 新堂冬樹著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 11/28
21 新伝・ヤマンタカ大菩薩峠血風録 夢枕獏著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 11/21
22 青が破れる ※第５３回文藝賞受賞作品町屋良平著 河出書房新社 日本文芸書 11/10
23 大雪物語（仮） 藤田宜永著 講談社 日本文芸書 11/29
24 決戦！桶狭間 冲方丁著/花村萬月著/宮本昌孝ほか著講談社 日本文芸書 11/15
25 コンテクスト・オブ・ザ・デッド 羽田圭介著 講談社 日本文芸書 11/15
26 草花たちの静かな誓い 宮本輝著 集英社 日本文芸書 12/5
27 社長室の冬 堂場瞬一著 集英社 日本文芸書 12/5
28 書楼弔堂 炎昼 （ショロウトムラドウ エンチュウ） 京極夏彦著 集英社 日本文芸書 11/25
29 セイレーンの懺悔 中山七里著 小学館 日本文芸書 11/15
30 神仙の告白 ( 僕僕先生１０ ) 仁木英之著 新潮社 日本文芸書 11/22
31 沈黙法廷 佐々木譲著 新潮社 日本文芸書 11/22
32 土の記 上 高村薫著 新潮社 日本文芸書 11/25
33 土の記 下 高村薫著 新潮社 日本文芸書 11/25
34 比ぶ者なき 馳星周著 中央公論新社 日本文芸書 11/17
35 四月になれば彼女は 川村元気著 文藝春秋 日本文芸書 11/上
36 トコとミコ 山口恵以子著 文藝春秋 日本文芸書 11/下
37 闇の平蔵 ( 火付盗賊改・長谷川平蔵３) 逢坂剛著 文藝春秋 日本文芸書 11/上
38 絶対正義 秋吉理香子著 幻冬舎 日本文芸書 11/8
39 独女日記３ 藤堂志津子著 幻冬舎 日本文芸書 11/8
40 碁盤師・吉井利仙の仕事 宮内悠介著 光文社 日本文芸書 11/16
41 六月五日の道化師（仮） 直原冬明著 光文社 日本文芸書 11/16
42 恋糸ほぐし 花簪職人四季覚 田牧大和著 実業之日本社 日本文芸書 11/10
43 人は皆、土に還る 曽野綾子著 祥伝社 日本文芸書 11/1
44 片翼の折鶴 ( ミステリ・フロンティア ※第１１回ミステリーズ新人賞受賞作品収録) 浅ノ宮遼著 東京創元社 日本文芸書 11/28
45 魔法使いと副店長 越谷オサム著 徳間書店 日本文芸書 11/22
46 足利兄弟 岡田秀文著 双葉社 日本文芸書 11/15
47 クラッシュマン 柴田哲孝著 双葉社 日本文芸書 11/15
48 珍妙な峠 町田康著 双葉社 日本文芸書 11/15
49 老乱 久坂部羊著 朝日新聞出版 日本文芸書 11/7
50 京女の言うことには 下村敦史著 幻冬舎 日本文芸書 11/8
51 クローバーナイト 辻村深月著 光文社 日本文芸書 11/16
52 サーモン・キャッチャー ｔｈｅ Ｎｏｖｅｌ 道尾秀介著/道尾秀介×ケラリーノ・サンドロヴィッチ原案光文社 日本文芸書 11/16
53 私の幽霊 朱川湊人著 実業之日本社 日本文芸書 11/10
54 本バスめぐりん。 大崎梢著 東京創元社 日本文芸書 11/30
55 幸せのプチ ― 町の名は琥珀 ― 朱川湊人著 日本経済新聞出版社日本文芸書 11/8
56 ｕｎｄｅｒ ｔｈｅ ｂｒｉｄｇｅ ( ハヤカワ・ミステリワールド) 堂場瞬一著 早川書房 日本文芸書 11/21
57 「茶の湯」の密室 神田紅梅亭寄席物帳( ミステリー・リーグ) 愛川晶著 原書房 日本文芸書 11/下
58 あおなり道場始末 葉室麟著 双葉社 日本文芸書 11/15
59 うき世櫛 中島要著 双葉社 日本文芸書 11/18
60 クランクイン 相場英雄著 双葉社 日本文芸書 11/15
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61 湊かなえ初エッセイ集（仮） 湊かなえ著 双葉社 日本文芸書 12/上
62 ｉ（アイ） 西加奈子著 ポプラ社 日本文芸書 11/30
63 夜の歌 なかにし礼著 毎日新聞出版 日本文芸書 11/9
64 アウトサイダー 陰謀の中の人生（仮） フレデリック・フォーサイス著/黒原敏行訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ 外国文芸書 11/30
65 炸裂志 閻連科著/泉京鹿訳河出書房新社 外国文芸書 11/25
66 ぼくは原始人になった マット・グレアム著/ジョシュ・ヤング著/宇丹貴代実訳河出書房新社 外国文芸書 11/10
67 虎狼（コロウ） ( ハヤカワ・ミステリ) モー・ヘイダー著/北野寿美枝訳早川書房 外国文芸書 11/8
68 名を捨てた家族（仮） 1837－38年ケベックの叛乱 ジュール・ヴェルヌ著/大矢タカヤス訳彩流社 外国文芸書 11/10
69 ウインドアイ ( 新潮クレスト・ブックス ※Ｏ・ヘンリー賞受賞作品収録                 ) ブライアン・エヴンソン著/柴田元幸訳新潮社 外国文芸書 11/30
70 奇妙という名の五人兄妹 アンドリュー・カウフマン著/田内志文訳東京創元社 外国文芸書 11/11
71 年月日 閻連科著/谷川毅訳白水社 外国文芸書 11/上
72 神よ、その子を守りたまえ トニ・モリスン著/大社淑子訳早川書房 外国文芸書 11/21
73 図書館ねこベイカー＆テイラー( ハヤカワ・ノンフィクション) ジャン・ローチ＆ライザ・ロガック著/羽田詩津子訳早川書房 外国文芸書 11/21
74 ＳＵＳＨＩ ＣＯＯＫ ＢＯＯＫ すしレシピ 重信初江著 朝日新聞出版 くらしの実用書 11/18
75 じゃがいもデ版画 山室眞二著 求龍堂 くらしの実用書 11/15
76 自然な敬語が基本から身につく本 髙橋圭子著 研究社 くらしの実用書 11/18
77 焼きチーズケーキ＆冷たいチーズケーキ( 講談社のお料理ＢＯＯＫ) 木村幸子著 講談社 くらしの実用書 11/24
78 チキンブレストレシピ 荻野伸也著 柴田書店 くらしの実用書 11/2
79 カスタードのおやつ 森崎繭香著 誠文堂新光社 くらしの実用書 11/9
80 漬けるおかず ワタナベマキ著 世界文化社 くらしの実用書 11/7
81 グルテンフリーのパンと麺とおやつ 大越郷子著 ＰＨＰ研究所 くらしの実用書 11/21
82 みんなが好きな料理がおいしくできる 魔法のひき肉ストック本田明子著 家の光協会 くらしの実用書 11/26
83 日本の味 松田美智子著 主婦と生活社 くらしの実用書 11/25
84 焼きもの 斉藤辰夫著 主婦と生活社 くらしの実用書 11/11
85 あんこのことがすべてわかる本 つくる、食べる、もてなす芝崎本実著 誠文堂新光社 くらしの実用書 11/9
86 やさしい、いけばなの基本 竹中麗湖著 世界文化社 くらしの実用書 11/21
87 ブックカバーとノートカバーの作り方 えかたけい著 日貿出版社 くらしの実用書 11/上
88 てづくりお香教室 松下恵子監修 日東書院本社 くらしの実用書 12/7
89 スノードームの世界～ウィンターコレクション～（仮） ほるぷ出版 くらしの実用書 12/3
90 アルバイト・パート〔採用・育成〕入門 中原淳著 アルバイト・パートの成長創造プロジェクト著ダイヤモンド社 くらしの実用書 11/上
91 店長のためのお金の教科書 平林亮子著 日経ＢＰマーケティングくらしの実用書 11/22
92 現場で役立つ！ハラスメントと言わせない部下指導鈴木瑞穂著 日本経済新聞出版社くらしの実用書 11/22
93 日本の美しい小学校 山崎鯛介著/小林正泰著/立花美緒著/白井亮写真エクスナレッジ すまいと住宅 11/30
94 まるごとわかる！庭づくりＤＩＹの基本 エクスナレッジ すまいと住宅 11/30
95 断面で読み解く世界の建築 ポール・ルイス著/マーク・ツルマキ著/デヴィッド・Ｊ・ルイス著グラフィック社 すまいと住宅 11/6
96 むくみ・下肢静脈瘤は自分で治せる！ 岩井武尚著 学研プラス 健康と家庭の医学11/22
97 専門医が教える健康オイル 井上浩義著 幻冬舎 健康と家庭の医学11/21
98 潰瘍性大腸炎・クローン病がよくわかる本( 健康ライブラリーイラスト版) 渡辺守監修 講談社 健康と家庭の医学11/10
99 国立がん研究センターのがんとお金の本( 国立がん研究センターのがんの本) 片井均監修/大江裕一郎監修小学館 健康と家庭の医学11/22

100 がん治療革命「副作用のない抗がん剤」の誕生 奥野修司著 文藝春秋 健康と家庭の医学11/上
101 保活から新制度・園生活まで保育園で困ったときに開く本朝日新聞出版編 朝日新聞出版 教育と福祉 11/7
102 産まなくても、育てられます 不妊治療を超えて、特別養子縁組へ後藤絵里著 講談社 教育と福祉 11/17
103 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 思春期編( 健康ライブラリー) 本田秀夫監修/日戸由刈監修講談社 教育と福祉 11/15
104 発達障害の子の「友達づくり」トレーニング( 健康ライブラリー) 有光興記監修 講談社 教育と福祉 12/上
105 人材紹介のプロがつくった 発達障害の人の転職ノート石井京子著/池嶋貫二著弘文堂 教育と福祉 11/上
106 その叱り方、問題です！ ( 暮らしニスタＢＯＯＫＳ) 菅原ますみ著 主婦の友社 教育と福祉 11/11
107 Ｑ＆Ａ中小企業経営に役立つ会社法の実務相談事例島村謙編著/佐久間裕幸編著ぎょうせい くらしの法律 11/上
108 すぐに役立つ入門図解 困ったときに読む( 　親の病気・入院・介護の手続きサポートマニュアル) 若林美佳監修 三修社 くらしの法律 11/中
109 誹謗中傷・風評被害で困ったら読む本 河瀬季著 自由国民社 くらしの法律 11/25
110 弁護士は見た！ 女性の労働トラブル 藤池尚恵編/澤 日本経済新聞出版社くらしの法律 11/22
111 平城京のごみ図鑑 平城宮跡資料館監修河出書房新社 歴史と紀行 11/25
112 半島をゆく その１ ( サライ・ブックス ) 安部龍太郎著/藤田達生著小学館 歴史と紀行 11/30
113 バブル 日本迷走の原点 永野健二著 新潮社 歴史と紀行 11/18
114 産業遺産ＪＡＰＡＮ 前畑洋平著 創元社 歴史と紀行 11/22
115 ＰＡＰＥＲ 紙の世界史 マーク・カーランスキー著徳間書店 歴史と紀行 11/18
116 最古の文字なのか？ 　氷河期の洞窟に残された３２の記号の謎を解くジュヌヴィエーヴ・フォン・ペツィンガー著/櫻井祐子訳文藝春秋 歴史と紀行 11/中
117 新日本言語地図 大西拓一郎編/新井小枝子ほか著朝倉書店 日本の文化 11/下
118 仏像とお寺の解剖図鑑 スタジオワーク著 エクスナレッジ 日本の文化 11/18
119 能面の見かた 宇高通成監修/小林真理編著誠文堂新光社 日本の文化 12/上
120 春日大社のすべて（仮） 花山院弘匡著 中央公論新社 日本の文化 12/上
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121 稲と米の民族誌 ～アジアの稲作景観を歩く～( ＮＨＫブックス ) 佐藤洋一郎著 ＮＨＫ出版 世界の文化 11/15
122 ニワトリ 人類を変えた大いなる鳥 アンドリュー・ロウラー著/熊井ひろ美訳合同出版 世界の文化 11/10
123 貝と文明 ヘレン・スケールズ著/林裕美子訳築地書館 世界の文化 11/下
124 図説 金の文化史 レベッカ・ゾラック著/マイケル・Ｗ・フィリップス・ジュニア著/高尾菜つこ訳原書房 世界の文化 11/中
125 バナナの歴史 ( 「食」の図書館 ) ローナ・ピアッティ＝ファーネル著/大山晶訳原書房 世界の文化 11/下
126 現地レポート 世界ＬＧＢＴ事情 フレデリック・マルテル著/林はる芽訳岩波書店 現代社会 11/11
127 いつかの夏 名古屋闇サイト殺人事件 大崎善生著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 現代社会 11/17
128 超監視社会（仮） ブルース・シュナイアー著/池村千秋訳草思社 現代社会 11/中
129 シリア難民 人類に突きつけられた２１世紀最悪の難問パトリック・キングスレー著/藤原朝子訳ダイヤモンド社 現代社会 11/17
130 環境破壊図鑑 藤原幸一著 ポプラ社 現代社会 11/中
131 マラス 暴力に支配される尐年たち※第１４回開高健ノンフィクション賞受賞作品工藤律子著 集英社 現代社会 11/25
132 介護殺人 追いつめられた家族の告白 毎日新聞大阪社会部取材班著新潮社 現代社会 11/18
133 無葬社会 ～彷徨う遺体、変わる仏教～ 鵜飼秀徳著 日経ＢＰマーケティング現代社会 11/1
134 地図でみるアラブ世界ハンドブック マテュー・ギデール＆リン・フランジエ著/太田佐絵子訳原書房 現代社会 11/下
135 難病にいどむ遺伝子治療 ( 岩波科学ライブラリー２５５) 小長谷正明著 岩波書店 サイエンス 11/9
136 マイクロバイオームの世界（仮） ロブ・デサール＆スーザン・Ｌ．パーキンズ著/斉藤隆央訳紀伊國屋書店 サイエンス 11/下
137 マーズ 火星移住計画 レオナード・ディヴィッド著/関谷冬華訳日経ＢＰマーケティングサイエンス 11/10
138 鳥のフィールドサイン観察ガイド 箕輪義隆著 文一総合出版 サイエンス 11/中
139 宇宙ロケット工学入門 宮澤政文著 朝倉書店 テクノロジー 11/
140 しくみ図解 機械加工が一番わかる 平野利幸著 技術評論社 テクノロジー 11/10
141 トコトンやさしいばねの本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 門田和雄著 日刊工業新聞社テクノロジー 11/24
142 コンピュータが小説を書く日 佐藤理史編著 日本経済新聞出版社テクノロジー 11/16
143 基礎から応用までわかる デッサンの教科書 安原成美監修 池田書店 芸術・スポーツ 11/10
144 色鉛筆リアル画 超入門 ( Ｔｈｅ　Ｎｅｗ　Ｆｉｆｔｉｅｓ) 林亮太著 講談社 芸術・スポーツ 11/28
145 カール・ラーション ( ＴｏＢｉ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ) 荒屋鋪透著 東京美術 芸術・スポーツ 11/1
146 手描きチョークアートのアイデア＆テクニック 佐藤真理著 日東書院本社 芸術・スポーツ 12/上
147 決定版 歌麿 ( 別冊太陽　日本のこころ２４５) 浅野秀剛監修 平凡社 芸術・スポーツ 11/26
148 アメリカの絵本 ( 絵本の愉しみ１　全４巻) 吉田新一著 朝倉書店 ライブラリアン 11/27
149 明日の平和をさがす本 ( 　　　　　戦争と平和を考える絵本からＹＡまで３００) 野上暁編著/さくまゆみこ編著/土居安子編著/西山利佳編著/宇野和美編著岩崎書店 ライブラリアン 11/17
150 図説 英国ファンタジーの世界 ( ふくろうの本/世界の文化) 奥田実紀著 河出書房新社 ライブラリアン 11/25
151 「１００分ｄｅ名著」名作セレクション １００分ｄｅ名著編 文藝春秋 ライブラリアン 11/8
152 名著で読む世界史１２０ 池田嘉郎編/上野愼也編/村上衛編/森本一夫編山川出版社 ライブラリアン 11/30
153 孔明ｖｓ．妖怪孔明 ( 妖怪道中三国志３　) 三田村信行作/十々夜絵あかね書房 児童読み物 11/下
154 ふたりのカミサウルス ( スプラッシュ・ストーリーズ) 平田昌広作
黒須高嶺絵あかね書房 児童読み物 11/下
155 ケフティウの呪文 ( 神々と戦士たち３) 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 11/下
156 しちふくじん ( お笑いえほん ) 立川志の輔作/倉本美津留編/中川学絵岩崎書店 児童読み物 11/
157 わたし、お月さま 青山七恵文/刀根里衣絵ＮＨＫ出版 児童読み物 11/
158 四年ザシキワラシ組 ( ジュニア文学館 /※第２４回小川未明文学賞大賞受賞作品) こうだゆうこ作/田中六大絵学研プラス 児童読み物 11/29
159 いとしの毛玉ちゃん 室井滋作/長谷川義史＆しげる絵金の星社 児童読み物 11/下
160 かこちゃんはひとりっこ 石津ちひろ著/高畠那生絵好学社 児童読み物 11/
161 パンタロンとケーキやさん キャサリン・ジャクソン作/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 11/2
162 十一月のマーブル 戸森しるこ作
 講談社 児童読み物 11/14
163 ゆきみちさんぽ ( 講談社の創作絵本) 江頭路子作 講談社 児童読み物 11/9
164 なきむしにかんぱい！ ( かんぱい！シリーズ) 宮川ひろ作/小泉るみ子絵童心社 児童読み物 11/
165 くまくん、はるまで おやすみなさい ブリッタ・テッケントラップ作・絵/石川素子訳徳間書店 児童読み物 11/14
166 あかちゃんの木 ( 絵本の部屋 ) ソフィー・ブラッコール作・絵/やまぐちふみお訳評論社 児童読み物 11/下
167 カイとカイサのぼうけん ( 世界傑作絵本シリーズ) エルサ・ベスコフ作・絵/まつむらゆうこ訳福音館書店 児童読み物 11/9
168 あなのなかには… レベッカ・コッブ作・絵/長友恵子訳フレーベル館 児童読み物 11/11
169 ぜったいひとつだからね ( チャーリーとローラのおはなし４) ローレン・チャイルド作・絵/木坂涼訳フレーベル館 児童読み物 11/17
170 サンタクロースの１１かげつ マイク・リース文/マイケル・Ｇ・モントゴメリー絵/三辺律子訳岩崎書店 児童読み物 11/
171 森の石と空飛ぶ船 ( 偕成社ワンダーランド) 岡田淳作・絵 偕成社 児童読み物 11/16
172 わすれんぼうのサンタクロース 中川ひろたか作/中川貴雄絵教育画劇 児童読み物 11/11
173 たまたまタヌキ 内田麟太郎文/高畠那生絵佼成出版社 児童読み物 11/30
174 カレーライス カレー男がやってきた！( たべもののおはなし　) 赤羽じゅんこ作/岡本順絵講談社 児童読み物 11/24
175 スパゲッティ スパゲッティ大さくせん( たべもののおはなし　) 佐藤まどか作/林ユミ絵講談社 児童読み物 11/24
176 図書室の日曜日 遠足はことわざの国( 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 11/16
177 びょういんのおばけずかん なんでもドクター( どうわがいっぱい/おばけずかんシリーズ) 斉藤洋作/宮本えつよし絵講談社 児童読み物 11/28
178 モンスター・ホテルでそっくりさん( モンスタ－・ホテル) 柏葉幸子作/高畠純絵小峰書店 児童読み物 11/下
179 人形の家にすんでいたネズミ一家のおはなし マイケル・ボンド文/エミリー・サットン絵/早川敦子訳徳間書店 児童読み物 11/14
180 じてんしゃのほねやすみ ( とっておきのどうわ) 村上しいこ作/長谷川義史絵ＰＨＰ研究所 児童読み物 11/10
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181 こどものなかま レイン・スミス作/青山南訳ＢＬ出版 児童読み物 11/25
182 チキン！ ( 文研じゅべにーる) いとうみく作/こがしわかおり絵文研出版 児童読み物 11/30
183 ゆき、まだかなぁ マーシャ・ダイアン・アーノルド文/レナータ・リウスカ絵/江國香織訳光村教育図書 児童読み物 11/下
184 オレさすらいの転校生 吉野万理子作/平沢下戸絵理論社 児童読み物 11/18
185 「ゴミ」ってなんだろう 人類とゴミの歴史( ゴミと人類のたたかい過去・現在・未来　１巻２配　全３巻) 稲葉茂勝著 あすなろ書房 児童ノンフィクション11/下
186 世界中からいただきます！ 中山茂大作/阪口克写真偕成社 児童ノンフィクション11/22
187 調べ学習で情報を集めよう ( アクティブラーニングで身につく発表・調べ学習２　全４巻) 東京学芸大学附属大泉小学校監修/中村昌子監修河出書房新社 児童ノンフィクション11/25
188 見えない大気を見る ( くもんジュニアサイエンス) 日下博幸著 くもん出版 児童ノンフィクション11/中
189 身近なものでふしぎな科学実験( 子供の科学★サイエンスブックス) 山村紳一郎著 誠文堂新光社 児童ノンフィクション11/1
190 未来をつくる仕事がここにある 航空会社図鑑 青山邦彦著 日経ＢＰマーケティング児童ノンフィクション11/29
191 火を使わないで作るごはん ( ひとりでできる！Ｆｏｒ　Ｋｉｄｓ！！) 寺西恵里子著 日東書院本社 児童ノンフィクション11/中
192 うんこ友だち！？ ( トイレの自由研究３　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11/19
193 外来生物ずかん ( 見る知る考えるずかん) 五箇公一監修
ネイチャー＆サイエンス編著ほるぷ出版 児童ノンフィクション11/中
194 まよなかのせんろ 鎌田歩著 アリス館 児童ノンフィクション11/下
195 くらしの中のマーク・記号図鑑 ( 調べる学習百科 ) 村越愛策監修
グループ・コロンブス編岩崎書店 児童ノンフィクション11/
196 太陽系のふしぎ１０９ 永田美絵著/髙柳雄一監修/八板康麿ほか写真偕成社 児童ノンフィクション11/22
197 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
198 円周率の謎を追う 江戸の天才数学者・関孝和の挑戦鳴海風作/伊野孝行画くもん出版 児童ノンフィクション11/中
199 びっくり！ マグロ大百科 ( 世の中への扉 ) 葛西臨海水族園
クロマグロ飼育チーム著講談社 児童ノンフィクション11/21
200 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
201 化学変化のひみつ ( 楽しい調べ学習シリーズ) 小森栄治監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション11/7
202 ふくはなにからできてるの？ せんいのはなし( 福音館の科学シリーズ) 佐藤哲也文/網中いづる絵福音館書店 児童ノンフィクション11/16
203 楽しい植物化石 土屋香著/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 11/25
204 僕の心がずっと求めていた最高に素晴らしいこと（仮）ジェニファー・ニーヴン著/石崎比呂美訳辰巳出版 ヤングアダルト 12/上
205 ホワット・イズ・ディス？ 　　　　　　　　　　むずかしいことをシンプルに言ってみたランドール・マンロー著/吉田三知世訳早川書房 ヤングアダルト 11/21
206 ぼくらは壁を飛びこえて サーカスでつながる人種・民族・宗教シンシア・レヴィンソン著/金原瑞人訳文溪堂 ヤングアダルト 11/下
207 ヘルメスの杖 ( オリンポスの神々と７人の英雄　外伝) 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
208 仮面スキャンダル ( 尐年弁護士セオの事件簿　第６巻) 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/
209 わたしはイザベル ( ＳＴＡＭＰ　ＢＯＯＫＳ) エイミー・ウィッティング作/井上里訳岩波書店 ヤングアダルト 11/16
210 宇宙を仕事にしよう！ ( １４歳の世渡り術) 村沢譲著 河出書房新社 ヤングアダルト 11/25
211 正しい目玉焼きの作り方（仮） ( １４歳の世渡り術) 森下えみこ著 河出書房新社 ヤングアダルト 11/25
212 三島由宇、当選確実！ ( 文学の扉 ) まはら三桃著 講談社 ヤングアダルト 11/30
213 幸せのかっぱ いとうみく作/田中寛崇絵小峰書店 ヤングアダルト 11/下
214 見習期間は時給ゼロ？ ( 気をつけよう！ブラックバイト・ブラック企業　１　全３巻) ブラックバイトから子どもたちを守る会編著/石田久男協力汐文社 ヤングアダルト 11/下


