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1 １９９９年の王 加藤元著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 9/28
2 騙し絵の牙 塩田武士著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 8/31
3 僕たちのアラル 乾緑郎著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 9/27
4 ヴィオレッタの尖骨 宮木あや子著 河出書房新社 日本文芸書 9/15
5 感傷的な午後の珈琲 小池真理子著 河出書房新社 日本文芸書 9/20
6 双子は驢馬に跨がって 金子薫著 河出書房新社 日本文芸書 9/20
7 地検のＳ 伊兼源太郎著 講談社 日本文芸書 9/19
8 転生の魔　私立探偵飛鳥井の事件簿 笠井潔著 講談社 日本文芸書 10/10
9 青い花 瀬戸内寂聴著 小学館 日本文芸書 9/27
10 教場０(ゼロ） 長岡弘樹著 小学館 日本文芸書 9/26
11 ジゼル 秋吉理香子著 小学館 日本文芸書 9/26
12 消えない月 畑野智美著 新潮社 日本文芸書 9/22
13 茶筅の旗 藤原緋沙子著 新潮社 日本文芸書 9/22
14 翻弄　盛親と秀忠 上田秀人著 中央公論新社 日本文芸書 9/21
15 西郷の首 伊東潤著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 9/27
16 砂上 桜木紫乃著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 9/28
17 最後の密命 ( 悪道シリーズ５　完結編) 森村誠一著 講談社 日本文芸書 9/19
18 銀河鉄道の父 門井慶喜著 講談社 日本文芸書 9/12
19 高架線 滝口悠生著 講談社 日本文芸書 9/27
20 呉越春秋 ( 湖底の城8 ) 宮城谷昌光著 講談社 日本文芸書 9/19
21 琥珀の夢　小説　鳥井信治郎　上 伊集院静著 集英社 日本文芸書 10/5
22 琥珀の夢　小説　鳥井信治郎　下 伊集院静著 集英社 日本文芸書 10/5
23 武士マチムラ 今野敏著 集英社 日本文芸書 9/22
24 マスカレード・ナイト 東野圭吾著 集英社 日本文芸書 9/15
25 守教　上 帚木蓬生著 新潮社 日本文芸書 9/27
26 守教　下 帚木蓬生著 新潮社 日本文芸書 9/27
27 花になるらん　明治おんな繁盛記 玉岡かおる著 新潮社 日本文芸書 9/27
28 ホワイトラビット 伊坂幸太郎著 新潮社 日本文芸書 9/22
29 裏切りのホワイトカード ( 池袋ウエストゲートパーク１３) 石田衣良著 文藝春秋 日本文芸書 9/13
30 千夜と一夜の物語 仁木英之著 文藝春秋 日本文芸書 9/下
31 オーバーロードの街 神林長平著 朝日新聞出版 日本文芸書 9/7
32 フェルメールの街 櫻部由美子著 角川春樹事務所日本文芸書 9/13
33 乱世をゆけ ※ 第９回角川春樹小説賞受賞作品 佐々木功著 角川春樹事務所日本文芸書 9/29
34 きっと誰かが祈ってる 山田宗樹著 幻冬舎 日本文芸書 9/5
35 分岐点 曽根圭介著 幻冬舎 日本文芸書 10/上
36 乗りかかった船 瀧羽麻子著 光文社 日本文芸書 9/16
37 崩れる脳を抱きしめて 知念実希人著 実業之日本社 日本文芸書 9/16
38 ブルーローズは眠らない 市川憂人著 東京創元社 日本文芸書 9/19
39 回遊人 吉村萬壱著 徳間書店 日本文芸書 9/20
40 孤軍　越境捜査 笹本稜平著 双葉社 日本文芸書 9/19
41 失恋バスツアーは謎だらけ 森沢明夫著 双葉社 日本文芸書 9/19
42 編集ども集まれ！ 藤野千夜著 双葉社 日本文芸書 9/19
43 星ちりばめたる旗 小手鞠るい著 ポプラ社 日本文芸書 9/7
44 宗麟の海 安部龍太郎著 ＮＨＫ出版 日本文芸書 9/21
45 トップリーグ 相場英雄著 角川春樹事務所日本文芸書 9/29
46 淳子のてっぺん 唯川恵著 幻冬舎 日本文芸書 9/5
47 ディレクターズ・カット 歌野晶午著 幻冬舎 日本文芸書 9/5
48 出もどり雪江筆法指南 梶よう子著 幻冬舎 日本文芸書 9/19
49 ワルツを踊ろう 中山七里著 幻冬舎 日本文芸書 9/5
50 心中旅行 花村萬月著 光文社 日本文芸書 9/16
51 草笛物語　 ( 羽根藩シリーズ５ ) 葉室麟著 祥伝社 日本文芸書 9/11
52 ライオンは仔猫に夢中　 ( 平塚おんな探偵の事件簿３) 東川篤哉著 祥伝社 日本文芸書 9/11
53 手がかりは「平林」　神田紅梅亭寄席物帳( ミステリ・リーグ ) 愛川晶著 原書房 日本文芸書 9/20
54 火定（カジョウ） 澤田瞳子著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 10/上
55 星星の火　２ 福田和代著 双葉社 日本文芸書 9/19
56 ボージャングルを待ちながら ※ ＲＴＬ文学賞大賞・ブルターニュ・アカデミー賞受賞作品オリヴィエ・ブルドー著/金子ゆき子訳集英社 外国文芸書 9/26
57 ギリシャ語の時間 （ 韓国文学のおくりもの）ハン・ガン著/斎藤真理子訳晶文社 外国文芸書 10/6
58 Ｊ・Ｇ・バラード短編全集　４ Ｊ・Ｇ・バラード著/柳下毅一郎監修東京創元社 外国文芸書 9/27
59 樹脂（レジン） ※ ハヤカワ・ポケミス／2016年「ガラスの鍵」賞・デンマーク推理作家アカデミー最優秀長篇賞受賞作品エーネ・リール著/枇谷玲子訳早川書房 外国文芸書 9/6
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60 １３・６７（イチサンロクナナ） ※ 2015年台北国際ブックフェア賞・第一回香港文学季推薦賞受賞作品陳浩基著/天野健太郎訳文藝春秋 外国文芸書 9/28
61 レーナの日記　レニングラード包囲戦を生きた少女 レーナ・ムーヒナ著/佐々木寛訳/吉原深和子訳みすず書房 外国文芸書 9/26
62 夢と幽霊の書 アンドルー・ラング著/ないとうふみこ訳作品社 外国文芸書 8/25
63 運命と復讐 ( 新潮クレスト・ブックス) ローレン・グロフ著/光野多惠子訳新潮社 外国文芸書 9/27
64 湖の男 ※ ヨーロッパミステリ大賞・バリー賞受賞作品アーナルデュル・インドリダソン著/柳沢由実子訳東京創元社 外国文芸書 9/21
65 ぼくらが漁師だったころ ※ ロサンゼルス・タイムズ文学賞新人賞受賞作品チゴズィエ・オビオマ著/粟飯原文子訳早川書房 外国文芸書 9/20
66 ゴーストマン　消滅遊戯（仮） ロジャー・ホッブズ著/田口俊樹訳文藝春秋 外国文芸書 9/6
67 ファインダーズ・キーパーズ　上 スティーヴン・キング著/白石朗訳文藝春秋 外国文芸書 9/27
68 ファインダーズ・キーパーズ　下 スティーヴン・キング著/白石朗訳文藝春秋 外国文芸書 9/27
69 うれしい　副菜（仮） 瀬尾幸子著 新星出版社 くらしの実用書 9/29
70 魔法のように効くスープ 牧野直子著 新星出版社 くらしの実用書 9/29
71 「てんぷら近藤」主人のやさしく教える天ぷらのきほん 近藤文夫著 世界文化社 くらしの実用書 9/8
72 日本茶のさわやかスイーツ 本間節子著 世界文化社 くらしの実用書 9/5
73 基本から応用まで　金継ぎ上達レッスン 持永かおり監修 メイツ出版 くらしの実用書 9/22
74 アレンジで２倍楽しむ　わたしの好きな煮込み料理 ワタナベマキ著 家の光協会 くらしの実用書 9/下
75 色の野菜の栄養事典 吉田企世子監修 エクスナレッジ くらしの実用書 10/上
76 みそ汁はおかずです 瀬尾幸子著 学研プラス くらしの実用書 9/19
77 よくわかる　ストールの巻き方使い方 おしゃれが上達する大人朋石田純子監修 主婦の友社 くらしの実用書 9/26
78 自分でできる！　印刷・加工テクニックブック 平田美咲著/印刷・加工テクニックブック編集部編誠文堂新光社 くらしの実用書 9/15
79 冷めても絶品＆失敗ゼロのレシピ　科学的だからおいしい！お弁当のコツ水島弘史著 日本文芸社 くらしの実用書 10/上
80 ５分で劇的改善！図解で学ぶ、資料作成の教科書 坂本伸二著 ＳＢクリエイティブビジネス・くらしの経済9/25
81 小さい林業で稼ぐコツ 農文協編 農山漁村文化協会ビジネス・くらしの経済9/30
82 巨大建築の美と技術の粋　世界の橋 マーカス・ビニー著/黒輪篤嗣訳河出書房新社 すまいと住宅 9/20
83 図説　近代化を支えた土木の歴史　ものづくり土木・建築物遺産五十畑弘著 秀和システム すまいと住宅 10/上
84 かんたん水耕栽培　決定版！ 伊藤龍三著・監修 主婦と生活社 すまいと住宅 9/22
85 図解よくわかる　住宅火災の消火・避難・防火 小林恭一監修/住宅防火研究会著日刊工業新聞社すまいと住宅 9/25
86 いちばんていねいな　はじめての盆栽の育て方 広瀬幸男著 日本文芸社 すまいと住宅 10/上
87 安藤忠雄　　挑戦する建築家 ( 別冊太陽　日本のこころ２５５) 松葉一清監修 平凡社 すまいと住宅 9/22
88 狭心症・心筋梗塞　発作を防いで命を守る( 健康ライブラリーイラスト版) 三田村秀雄監修 講談社 健康と家庭の医学9/26
89 こわいもの知らずの病理学講義 仲野徹著 晶文社 健康と家庭の医学9/中
90 自力で防ぐ誤嚥性肺炎 稲本陽子著 日本文芸社 健康と家庭の医学9/下
91 いまからでも遅くない　転ばぬ先のシコ 元・一ノ矢著 ベースボール・マガジン社健康と家庭の医学9/7
92 息切れで悩むＣＯＰＤ 木田厚瑞著 法研 健康と家庭の医学9/15
93 看取るあなたへ 細谷亮太著/徳永進著/長尾和弘著河出書房新社 教育と福祉 9/20
94 今日からできる　認知症予防の食事と生活 家庭栄養研究会編合同出版 教育と福祉 9/上
95 かみやすい、飲みこみやすい健康ごはん 主婦の友社編/山田晴子監修主婦の友社 教育と福祉 9/13
96 １００歳まで元気でいるための歩き方＆杖の使い方 西野英行著 翔泳社 教育と福祉 9/14
97 民法の基礎から学ぶ　民法改正 山本敬三著 岩波書店 くらしの法律 9/30
98 裁判官、当職そこが聞きたかったのです。 岡口基一著/中村真著学陽書房 くらしの法律 10/上
99 Ｑ＆Ａ民法改正の要点　企業契約の新法対応５０のツボ 松尾博憲著 日本経済新聞出版社くらしの法律 9/26
100 鉄道と観光の近現代史 ( 河出ブックス ) 老川慶喜著 河出書房新社 歴史と紀行 9/15
101 古事記　日本の原風景を求めて ( とんぼの本 ) 梅原猛著/上田正昭著/三浦佑之著/上野誠著新潮社 歴史と紀行 9/22
102 小さな大世界史　アフリカから出発した人類の長い旅 ジェフリー・ブレイニー著/南塚信吾訳ミネルヴァ書房 歴史と紀行 9/上
103 世界史のなかの天正遣欧使節 伊川健二著 吉川弘文館 歴史と紀行 9/15
104 図説　日本の文字 ( 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 9/20
105 茶花の二十四節気 武内範男著 世界文化社 日本の文化 9/20
106 ４７都道府県・妖怪伝承百科 飯倉義之編著/香川雅信編著丸善出版 日本の文化 9/27
107 すごい博物画　歴史を作った大航海時代のアーティストたちデイビッド・アッテンボローほか著/笹山裕子著・訳グラフィック社 世界の文化 9/5
108 十二支読本　暦と運勢のしくみを読み解く 稲田義行著 創元社 世界の文化 9/22
109 キャビアの歴史 ( 「食」の図書館 ) ニコラ・フレッチャー著
大久保庸子訳原書房 世界の文化 9/中
110 まちを読み解く　景観・歴史・保全 西村幸夫編
野澤康編朝倉書店 現代社会 10/上
111 だから、居場所が欲しかった。バンコク、コールセンターで働く日本人　　　　　　 水谷竹秀著 集英社 現代社会 9/26
112 侵略する豚　食料植民地ニッポン２ 青沼陽一郎著 小学館 現代社会 9/27
113 シングル女性の貧困 小杉礼子編著/野依智子編著/鈴木晶子編著明石書店 現代社会 9/下
114 社会保障クライシス　２０２５年問題の衝撃 山田謙次著 東洋経済新報社現代社会 9/28
115 検証・働き方改革 日本経済新聞社編日本経済新聞出版社現代社会 9/22
116 人を襲うクマ 羽根田治著 山と溪谷社 現代社会 9/22
117 はしかの脅威と驚異 ( 岩波科学ライブラリー２６５) 山内一也著 岩波書店 サイエンス 9/8
118 絵でわかる生物多様性 鷲谷いづみ著/後藤章絵講談社 サイエンス 9/20
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119 ストレスの脳科学 田中正敏著 講談社 サイエンス 9/26
120 重力波　発見！ ( 新潮選書 ) 高橋真理子著 新潮社 サイエンス 9/22
121 エビ・カニの疑問５０ ( みんなが知りたいシリーズ６) 日本甲殻類学会編成山堂書店 サイエンス 9/下
122 スイカのタネはなぜ散らばっているのか？（仮） 稲垣栄洋著/西本眞理子絵草思社 サイエンス 9/中
123 美しい科学の世界　ビジュアル科学図鑑 伊知地国夫編 東京堂出版 サイエンス 9/下
124 小麦粉の科学 ( Ｂ＆Ｔブックス　おもしろサイエンス) 大楠秀樹著 日刊工業新聞社サイエンス 9/26
125 図解入門よくわかる　最新ミサイルの基本と仕組み 井上孝司著 秀和システム テクノロジー 9/14
126 よくわかる！　自動車の自動運転と無人運転 森口将之著 秀和システム テクノロジー 9/上
127 闘え！高専ロボコン　　若きエンジニア達の挑戦 萱原正嗣著/全国高専専門学校ロボットコンテスト事務局監修ベストセラーズ テクノロジー 9/20
128 鉄道トンネル　　トンネルから見える日本の鉄道史( シリーズ・ニッポン再発見８) 山崎宏之著/小林寛則編ミネルヴァ書房 テクノロジー 9/上
129 運慶への招待 朝日新聞出版編 朝日新聞出版 芸術・スポーツ 9/20
130 舞台の上のジャポニズム　演じられた幻想の日本女性( ＮＨＫブックス ) 馬渕明子著 ＮＨＫ出版 芸術・スポーツ 9/26
131 ヴォイス・ケア・ブック　声を使うすべての人のために ガーフィールド・デイヴィス著/アンソニー・ヤーン著音楽之友社 芸術・スポーツ 10/上
132 作家別　あの名画に会える美術館ガイド　江戸絵画編 金子信久著 講談社 芸術・スポーツ 9/21
133 ムリなくはじめられる　楽しいランニング 鈴木清和著 成美堂出版 芸術・スポーツ 9/20
134 ゴッホの耳　天才画家最大の謎 ( ハヤカワ・ノンフィクション) バーナデット・マーフィー著/山田美明訳早川書房 芸術・スポーツ 9/20
135 手作り絵本ＳＭＩＬＥ ( シリーズ絵本をめぐる活動３　最終巻) 和田直人ほか編著朝倉書店 ライブラリアン 9/28
136 としょかんへぴょん！ぴょん！ぴょん！ アニー・シルヴェストロ作・絵/福本友美子訳絵本塾出版 児童読み物 9/中
137 青空トランペット ( 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 9/26
138 パンツいっちょうめ 苅田澄子作/やぎたみこ絵金の星社 児童読み物 9/11
139 いただきますの おつきさま ( 講談社の創作絵本) 鈴木真実作・絵 講談社 児童読み物 9/6
140 スープに なりました ( 講談社の創作絵本) 彦坂有紀作/もりといずみ作講談社 児童読み物 9/6
141 はりねずみのルーチカ　ハロウィンの灯り( わくわくライブラリー) かんのゆうこ作/北見葉胡絵講談社 児童読み物 9/4
142 魔女バジルと闇の魔女 ( わくわくライブラリー) 茂市久美子作/よしざわけいこ絵講談社 児童読み物 9/28
143 コリスくんのかみひこうき 刀根里衣作・絵 小学館 児童読み物 9/12
144 月まつりのおくりもの 石井睦美作/南塚直子絵小学館 児童読み物 9/12
145 ブルちゃんは二十五ばんめの友だち 最上一平作/青山友美絵新日本出版社 児童読み物 9/15
146 魔女たちのパーティー ロンゾ・アンダーソン文/エイドリアン・アダムズ絵/野口絵美訳徳間書店 児童読み物 9/13
147 さるとかに 神沢利子作/赤羽末吉絵ＢＬ出版 児童読み物 9/26
148 ねこのピート　だいすきなおやすみえほん キンバリー＆ジェームス・ディーン作/大友剛訳ひさかたチャイルド児童読み物 9/8
149 かわいいゴキブリのおんなの子 メイベルとゆめのケーキ( 世界傑作童話シリーズ) ケイティ・スペック作/大野八生絵/おびかゆうこ訳福音館書店 児童読み物 9/13
150 ぴりかちゃんのブーツ ( 日本傑作絵本シリーズ) さとうあや文・絵 福音館書店 児童読み物 9/20
151 ともだちのときちゃん ( おはなしのまど５ ) 岩瀬成子作/植田真絵フレーベル館 児童読み物 9/21
152 またまた　さんせーい！ 宮西達也作・絵 フレーベル館 児童読み物 9/13
153 ドレミファどうぶつコンサート ( えほんのもり ) 二宮由紀子作/みやざきひろかず絵文研出版 児童読み物 9/15
154 妖怪一家のハロウィン ( 妖怪一家九十九さん６) 富安陽子作/山村浩二絵理論社 児童読み物 9/1
155 ビブリオバトルへ、ようこそ！ ( スプラッシュ・ストーリーズ) 濱野京子作/森川泉絵あかね書房 児童読み物 9/上
156 トーストン 新井洋行作・絵 アリス館 児童読み物 9/12
157 メリーメリー　へんしんする ジョーン・Ｇ・ロビンソン作・絵/小宮由訳岩波書店 児童読み物 9/14
158 ぞろりぞろりとやさいがね ひろかわさえこ作・絵偕成社 児童読み物 9/12
159 まっすぐな地平線 森島いずみ著/はぎのたえこ絵偕成社 児童読み物 9/26
160 ぼくのおとうさんとおかあさん ( こどものくに傑作絵本) 宮西達也作・絵 金の星社 児童読み物 9/11
161 あのときの カレーライス ( 講談社の創作絵本) きむらゆういち作/伊藤秀男絵講談社 児童読み物 9/9
162 サンタちゃん ひこ田中作/こはらかずの絵講談社 児童読み物 9/27
163 ふしぎなのりものずかん ( 講談社の創作絵本) 斉藤洋作/田中六大絵講談社 児童読み物 9/7
164 どんぐりないよ ( たんぽぽえほんシリーズ) 間部香代作/ひろかわさえこ絵鈴木出版 児童読み物 9/7
165 くろくんとちいさいしろくん ( 絵本・こどものひろば) なかやみわ作・絵 童心社 児童読み物 9/6
166 ファビアンのふしぎなおまつり マリット・テルンクヴィスト作・絵/長山さき訳徳間書店 児童読み物 9/13
167 こねてのばして ヨシタケシンスケ作・絵ブロンズ新社 児童読み物 10/中
168 ヒヒヒヒヒ　うまそう 宮西達也作・絵 ポプラ社 児童読み物 9/21
169 唐木田さんち物語 いとうみく作/平澤朊子絵毎日新聞出版 児童読み物 9/27
170 マッティ　発明家になった女の子 エミリー・アーノルド・マッカリー作/宮坂宏美訳光村教育図書 児童読み物 9/29
171 ビジュアル事典　日本の城 三浦正幸監修 岩崎書店 児童ノンフィクション9/19
172 チャールズ・ダーウィン、世界をめぐる ジェニファー・サームズ作・絵/松村由利子訳廣済堂あかつき 児童ノンフィクション9/30
173 ロゼットのたんけん おくやまひさし著 少年写真新聞社児童ノンフィクション9/中
174 フライパンで作る　はじめてのごはん ( 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9/29
175 よくわかるＬＧＢＴ ( 楽しい調べ学習シリーズ) 藤井ひろみ監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション9/12
176 岩合光昭の日本犬図鑑 岩合光昭著 文溪堂 児童ノンフィクション10/上
177 文様えほん 谷山彩子作・絵 あすなろ書房 児童ノンフィクション9/下
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178 美術ってなあに？ スージー・ホッジ著/小林美幸訳河出書房新社 児童ノンフィクション9/20
179 算数の図鑑 ( 子供の科学ビジュアル図鑑) キャロル・ヴォーダマン著/子供の科学編集部編誠文堂新光社 児童ノンフィクション9/13
180 考えよう！　子どもの貧困 ( 楽しい調べ学習シリーズ) 中嶋哲彦監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション9/12
181 冬眠のひみつ　からだの中で何が起こっているの？( 楽しい調べ学習シリーズ) 近藤宣昭監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション9/12
182 地球を旅する水のはなし ( 福音館の科学シリーズ) 大西健夫文/龍澤彩文/曽我市太郎絵福音館書店 児童ノンフィクション9/6
183 壮大に考えよう（仮）　人生で役立つ哲学入門 ペーテル・エクベリ著/枇谷玲子訳晶文社 ヤングアダルト 10/6
184 街角には物語が・・・・・ 高楼方子作/出久根育絵偕成社 ヤングアダルト 9/26
185 Ｘ－０１　〔エックスゼロワン〕＃２ ( 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
186 オオカミを森へ キャサリン・ランデル作/ゲルレフ・オングビコ絵/原田勝訳
小峰書店 ヤングアダルト 9/中


