
2017年11月新刊案内
Ｎｏ． 書名・シリーズ・受賞情報など 書名・シリーズ・受賞情報など著者 出版者 刊行予定日

1 悲しい話は終わりにしよう 小嶋陽太郎著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 11/30

2 ビギナーズ・ドラッグ 喜多喜久著 講談社 日本文芸書 11/7

3 本物の読書家 乗代雄介著 講談社 日本文芸書 11/22

4 ファミリーデイズ 瀬尾まいこ著 集英社 日本文芸書 11/21

5 僕らだって扉くらい開けられる 行成薫著 集英社 日本文芸書 11/21

6 ありがとうのかんづめ 俵万智著 小学館 日本文芸書 11/6

7 リバース＆リバース 奥田亜希子著 新潮社 日本文芸書 11/20

8 Ｕ（ウー） 皆川博子著 文藝春秋 日本文芸書 11/24

9 メガネと放蕩娘 山内マリコ著 文藝春秋 日本文芸書 11/15

10 異形のものたち 小池真理子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 11/30

11 セブンズ！ 五十嵐貴久著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 11/22

12 おらおらでひとりいぐも ※第５４回文藝賞受賞作品若竹千佐子著 河出書房新社 日本文芸書 11/10

13 ドレス 藤野可織著 河出書房新社 日本文芸書 11/15

14 いのち 瀬戸内寂聴著 講談社 日本文芸書 12/1

15 決戦！賤ヶ岳 天野純希著/矢
野隆著/吉川永

講談社
日本文芸書 11/20

16 奔流恐るるにたらず　 ※重蔵始末８　完結篇逢坂剛著 講談社 日本文芸書 11/21

17 意識のリボン 綿矢りさ著 集英社 日本文芸書 12/1

18 ウズタマ 額賀澪著 小学館 日本文芸書 11/24

19 白磁海岸 高樹のぶ子著 小学館 日本文芸書 11/28

20 カネと共に去りぬ 久坂部羊著 新潮社 日本文芸書 11/20

21 太陽と乙女 森見登美彦著 新潮社 日本文芸書 11/20

22 バースデイ・ガール 村上春樹著/カット・メンシック絵新潮社 日本文芸書 11/28

23 ヒトごろし 京極夏彦著 新潮社 日本文芸書 11/28

24 呉漢　上巻 宮城谷昌光著 中央公論新社 日本文芸書 11/7

25 呉漢　下巻 宮城谷昌光著 中央公論新社 日本文芸書 11/7

26 駐在日記 小路幸也著 中央公論新社 日本文芸書 11/17

27 インフルエンス 近藤史恵著 文藝春秋 日本文芸書 11/22

28 大獄　西郷青嵐賦 葉室麟著 文藝春秋 日本文芸書 11/15

29 はやく老人になりたいと彼女はいう 伊藤たかみ著 文藝春秋 日本文芸書 11/8

30 ぼくせん　幕末相撲異聞 木村忠啓著 朝日新聞出版 日本文芸書 11/2

31 龍の右目　伊達成実伝 吉川永青著 角川春樹事務所日本文芸書 11/13

32 シネマ・コンプレックス 畑野智美著 光文社 日本文芸書 11/15

33 スポーツ代理人　善場圭一の事件簿 本城雅人著 実業之日本社 日本文芸書 11/16

34 Ｄの遺言 柴田哲孝著 祥伝社 日本文芸書 11/13

35 皇帝と拳銃と 倉知淳著 東京創元社 日本文芸書 11/28

36 サーチライトと誘蛾灯 ※ミステリ・フロンティア／第１０回ミステリーズ！新人賞受賞作品 櫻田智也著 東京創元社 日本文芸書 11/9

37 ツノハズ・ホーム賃貸二課におまかせを 内山純著 東京創元社 日本文芸書 11/28

38 構造素子 ※第５回ハヤカワＳＦコンテスト大賞受賞作品  樋口恭介著 早川書房 日本文芸書 11/20

39 コルヌトピア ※第５回ハヤカワＳＦコンテスト大賞受賞作品  津久井五月著 早川書房 日本文芸書 11/20

40 窓から見える最初のもの ※第７回アガサ・クリスティー賞大賞受賞作品 村木美涼著 早川書房 日本文芸書 11/20

41 名作なんか、こわくない（仮） 柚木麻子著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 12/1

42 虹の向こう 池田久輝著 双葉社 日本文芸書 11/20

43 破滅の王 上田早夕里著 双葉社 日本文芸書 11/20

44 道なき未知　Uncharted Unknown 森博嗣著 ベストセラーズ 日本文芸書 11/15

45 かるい生活 群ようこ著 朝日新聞出版 日本文芸書 11/2

46 月夜の散歩 ( ORANGE PAGE　BOOKS) 角田光代著 オレンジページ 日本文芸書 11/上

47 物語と歩いてきた道　インタビュー・スピーチ＆エッセイ集上橋菜穂子著 偕成社 日本文芸書 11/上

48 道標　東京湾臨海署安積班 今野敏著 角川春樹事務所日本文芸書 11/30

49 秀吉の活 木下昌輝著 幻冬舎 日本文芸書 11/下

50 デッド・オア・アライブ 楡周平著 光文社 日本文芸書 11/15

51 ノーマンズランド 誉田哲也著 光文社 日本文芸書 11/15

52 彼方の友へ 伊吹有喜著 実業之日本社 日本文芸書 11/16

53 銀杏手ならい　 西條奈加著 祥伝社 日本文芸書 11/13

54 痴漢冤罪 新堂冬樹著 祥伝社 日本文芸書 11/13

55 ねこ町駅前商店街日々便り 柴田よしき著 祥伝社 日本文芸書 11/13

56 ランチ酒 原田ひ香著 祥伝社 日本文芸書 11/13

57 逃亡刑事 中山七里著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 11/17

58 荒海を渡る鉄の舟 鳥羽亮著 双葉社 日本文芸書 11/20

59 おもかげ 浅田次郎著 毎日新聞出版 日本文芸書 11/28

60 ノーラ・ウェブスター ( 新潮クレスト・ブックス) コルム・トビーン著/栩木伸明訳新潮社 外国文芸書 11/28
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61 過去からの声 ※論創海外ミステリ１９８／ ゴールド・ダガー賞受賞作品マーゴット・ベネット著/板垣節子訳論創社 外国文芸書 11/下

62 リンドグレーンの戦争日記　１９３９－１９４５ アストリッド・リンドグレーン著/石井登志子訳岩波書店 外国文芸書 11/17

63 Ｈ・Ｐ・ラヴクラフト ミシェル・ウェルベック著/星埜守之訳国書刊行会 外国文芸書 11/25

64 図書館島 ※海外文学セレクション ／２０１４年世界幻想文学大賞・英国幻想文学大賞ほか受賞作品   ソフィア・サマター著/市田泉訳東京創元社 外国文芸書 11/28

65 スパイたちの遺産 ジョン・ル・カレ著/加賀山卓朗訳早川書房 外国文芸書 11/20

66 ココロとカラダに効くハーブ便利帳 真木文絵著/池上文雄監修ＮＨＫ出版 くらしの実用書 11/22

67 うちの鳥の老いじたく 細川博昭著 誠文堂新光社 くらしの実用書 11/10

68 初めてのリサイクル着物　選び方＆お手入れお直し 高橋和江監修 世界文化社 くらしの実用書 11/20

69 今さら聞けない手芸の基礎がよくわかる！　ポケットつけ中嶌有希著 日東書院本社 くらしの実用書 11/28

70 有元葉子　のり、わかめ、ひじき、昆布、もずく 有元葉子著 家の光協会 くらしの実用書 11/27

71 大切な靴と長くつきあうための靴磨き・手入れがよくわかる本（仮）飯野高広著 池田書店 くらしの実用書 11/22

72 掃除の解剖図鑑 日本ハウスクリーニング協会著エクスナレッジ くらしの実用書 11/15

73 極める　愉しむ　珈琲事典 西東社 くらしの実用書 12/上

74 リース折り紙１２ヶ月 永田紀子著 日貿出版社 くらしの実用書 11/中

75 これ一冊で刺しゅうのことがよくわかる　刺しゅうの基礎安田由美子著 日本文芸社 くらしの実用書 11/下

76 あたらしい一汁三菜 上田淳子著 文化出版局 くらしの実用書 11/中

77 最新版　絶対後悔しない住宅ローンの借り方・返し方 ｓｕｍｉｋａ編著 河出書房新社 ビジネス・くらしの経済 11/15

78 花屋さんになろう！ 本多るみ著 青弓社 ビジネス・くらしの経済 11/24

79 同一労働同一賃金で、給料の上がる人・下がる人 山口俊一著 中央経済社 ビジネス・くらしの経済 11/上

80 続　なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか( Ｂ＆Ｔブックス ) 樋口晴彦著 日刊工業新聞社ビジネス・くらしの経済 11/24

81 農業のマーケティング教科書 岩崎邦彦著 日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済 11/2

82 これでうまくいく！　よく育つ多肉植物ＢＯＯＫ 靍岡秀明著 主婦の友社 すまいと住宅 11/22

83 あまいおいしい果樹の育て方 三輪正幸監修 新星出版社 すまいと住宅 11/30

84 図解でよくわかる　タネ・苗のきほん 日本種苗協会監修誠文堂新光社 すまいと住宅 11/8

85 図解でわかる　土壌・肥料の基本とつくり方・使い方 加藤哲郎監修 ナツメ社 すまいと住宅 11/中

86 シニアの糖尿病　長寿に役立つ10の対策( ＮＨＫきょうの健康) 荒木厚監修/ＮＨＫ出版編ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学 11/17

87 尿もれ・頻尿・残尿感を自力で治すコツがわかる本 横山博美監修/主婦の友インフォス編主婦の友社 健康と家庭の医学 11/15

88 耳鳴り・難聴・めまいを自力でぐんぐん治すコツがわかる本主婦の友インフォス編主婦の友社 健康と家庭の医学 11/28

89 猛威をふるう「ウイルス・感染症」にどう立ち向かうのか( ＭＩＮＥＲＶＡ　Ｅｘｃｅｌｌｅｎｔ　Ｓｅｒｉｅｓ　サイエンスＮＯＷ！　１) 河岡義裕監修/今井正樹監修ミネルヴァ書房 健康と家庭の医学 11/25

90 Ｑ＆Ａ　生活保護手帳の読み方・使い方( よくわかる生活保護ガイドブック1) 全国公的扶助研究会監修 吉永純編著 明石書店 教育と福祉 11/13

91 Ｑ＆Ａ　生活保護ケースワーク支援の基本( よくわかる生活保護ガイドブック2) 全国公的扶助研究会監修 吉永純編著　　　　　　　　　　　衛藤晃編著明石書店 教育と福祉 11/13

92 認知症の人の気持ちがよくわかる聞き方・話し方（仮） 鈴木みずえ監修 池田書店 教育と福祉 11/15

93 新しい回想レクリエーション　人生紙芝居( 介護ライブラリー) 奥田真美著 講談社 教育と福祉 11/28

94 発達が気になる赤ちゃんにやってあげたいこと　( 健康ライブラリー／　　気づいて・育てる超早期療育プログラム) 黒澤礼子著 講談社 教育と福祉 11/21

95 成功する子どもは食べ物が９割 細川モモ監修/宇野薫監修主婦の友社 教育と福祉 11/28

96 頭のいい子が育つ　あそび図鑑 久保田競監修 主婦の友社 教育と福祉 11/28

97 新しい都市緑地・農地・公園の活用Ｑ＆Ａ 都市緑地法制研究会編ぎょうせい くらしの法律 11/29

98 図解で早わかり　最新　刑法のしくみ 木島康雄監修 三修社 くらしの法律 11/21

99 撮ってはいけない　その写真大丈夫？ 飯野たから著 自由国民社 くらしの法律 11/10

100 総務・法務担当者のための会社法入門 金子登志雄著 中央経済社 くらしの法律 11/上

101 障害者総合支援法のすべて 柏倉秀克監修 ナツメ社 くらしの法律 11/13

102 図説　イスラム教の歴史 ( ふくろうの本／世界の歴史) 菊地達也編著 河出書房新社 歴史と紀行 11/20

103 バテレンの世紀 渡辺京二著 新潮社 歴史と紀行 11/30

104 アメリカの汚名　第二次世界大戦下の日系人強制収容所 リチャード・リーヴス著/園部哲訳白水社 歴史と紀行 11/22

105 「日本の伝統」の正体（仮） 藤井青銅著 柏書房 日本の文化 11/25

106 古典のすすめ 谷知子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本の文化 11/22

107 日本人が大切にしたい知恵　命を守る天気の言い伝え（仮）弓木春奈著 河出書房新社 日本の文化 11/20

108 １００の傑作で読む新約聖書ものがたり マルグリット・フォンタ著/遠藤ゆかり訳創元社 世界の文化 11/17

109 人と馬の５０００年史　文化・産業・戦争 スザンナ・フォーレスト著/松尾恭子訳原書房 世界の文化 11/下

110 イングリッシュネス　英国流ユーモアとルール ケイト・フォックス
著/北條文緒訳/
香川由紀子訳

みすず書房 世界の文化

11/上

111 新　移民時代 西日本新聞取材班著明石書店 現代社会 11/27

112 動物実験が失くならないのはなぜ！？ マイケル・Ａ・スラッシャー著/井上太一訳合同出版 現代社会 11/下

113 北極がなくなる日 ピーター・ワダムス著/武藤崇恵訳原書房 現代社会 11/22

114 文藝春秋オピニオン２０１８年の論点１００( 文春ムック ) 文藝春秋 現代社会 11/7

115 注文をまちがえる料理店 小国士朗著 あさ出版 現代社会 11/8

116 アメリカ　暴力の世紀 ジョン・Ｗ．ダワー著/田中利幸訳岩波書店 現代社会 11/14

117 黙殺　報じられない“無頼系独立候補”たちの戦い※第15回開高健ノンフィクション賞受賞作品畠山理仁著 集英社 現代社会 11/21

118 星屑から生まれた世界　進化と元素をめぐる生命38億年史ベンジャミン・マクファーランド著/渡辺正訳化学同人 サイエンス 11/中

119 １３８億年宇宙の旅 クリストフ・ガルファール著/塩原通緒訳早川書房 サイエンス 11/20
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120 音楽でワインの味は変わるか？　響きの心理学 ジョン・パウエル著/濱野大道訳早川書房 サイエンス 11/6

121 世界を変えた６つの「気晴らし」の物語( 新・人類進化史2) スティーブン・ジョンソン著/大田直子訳朝日新聞出版 テクノロジー 11/16

122 親子で学ぶスマホとインターネットを安心・安全に使う本鈴木朋子監修/坂元章監修技術評論社 テクノロジー 11/17

123 ロボット法　ＡＩとヒトの共生にむけて 平野晋著 弘文堂 テクノロジー 11/10

124 おうちで学べる人工知能のきほん 東中竜一郎著 翔泳社 テクノロジー 11/13

125 第一人者が明かす　光触媒のすべて 藤嶋昭著 ダイヤモンド社 テクノロジー 11/22

126 トコトンやさしい　ナノセルロースの本( 今日からモノ知りシリーズ) ナノセルロースフォーラム編日刊工業新聞社テクノロジー 11/27

127 クラシック音楽とは何か 岡田暁生著 小学館 芸術・スポーツ 11/20

128 もっと知りたい　熊谷守一　生涯と作品( アートビギナーズコレクション) 池田良平監修・著/蔵屋美香著東京美術 芸術・スポーツ

129 スポーツをテクノロジーする 北岡哲子著 日経ＢＰマーケティング芸術・スポーツ

130 日本のグラフィック１００年 山形季央著 パイインターナショナル芸術・スポーツ 12/上

131 雪崩教本 雪崩災害調査チーム著 雪崩事故防止研究会編山と渓谷社 芸術・スポーツ

132 絵本を深く読む 灰島かり著 玉川大学出版部ライブラリアン 11/13

133 紙芝居百科 紙芝居文化の会他編童心社 ライブラリアン 11/中

134 続　図書館空間のデザイン　　実践３事例とICT導入法 益子一彦著 丸善出版 ライブラリアン 11/下

135 情報リテラシーのための図書館 根本彰著 みすず書房 ライブラリアン 11/下

136 炎の風吹け　妖怪大戦　 ( 妖怪道中三国志５巻 最終巻) 三田村信行作/十々夜絵あかね書房 児童読み物 11/上

137 テディが宝石を見つけるまで パトリシア・マクラクラン作/こだまともこ訳あすなろ書房 児童読み物 11/中

138 トンカチくんと、ゆかいな道具たち 松居スーザン作/堀川真絵あすなろ書房 児童読み物 11/中

139 口ひげが世界をすくう？！ ザラ・ミヒャエラ・
オルロフスキー作
/ミヒャエル・ロー
ハー絵/若松宣

岩波書店 児童読み物

11/28

140 ソーリ！ 濱野京子作/おとないちあき画くもん出版 児童読み物 11/14

141 コウテイペンギン ジョハンナ・ジョン
ストン著/レナー
ド・ワイスカード絵
/こみやゆう訳

好学社 児童読み物

12/上

142 木の中の魚 ( 文学の扉／2016年シュナイダー・ファミリーブックアワードほか受賞作品) リンダ・マラリー・ハント著/中井はるの訳講談社 児童読み物 11/7

143 ぼくたち負け組クラブ ( 文学の扉 ) アンドリュー・クレメンツ著/田中奈津子訳講談社 児童読み物 11/30

144 おさかなどろぼう ( わたしのえほんシリーズ) いしいひろし作・絵ＰＨＰ研究所 児童読み物 11/8

145 あたしのすきなもの、なぁんだ？

(

児童図書館・絵本の部屋) バーナード・
ウェーバー文/
スージー・リー絵/
松川真弓訳

評論社 児童読み物

11/20

146 パパゲーノとパパゲーナ ( 日本傑作絵本シリーズ) 小西英子作/鈴木理策写真福音館書店 児童読み物 11/15

147 おじいちゃん ( ポプラ社の絵本) 梅田俊作・絵/梅田佳子作・絵ポプラ社 児童読み物 11/上

148 おちゃかいのおやくそく ※２０１４年度エズラ・ジャック・キーツ賞金賞受賞作品エイミー・ダイクマ
ン文/Ｋ．Ｇ．キャ
ンベル絵/林木林

光村教育図書 児童読み物

11/10

149 ひとりでえほんかいました くすのきしげのり作/ゆーちみえこ絵アリス館 児童読み物 11/10

150 四重奏デイズ　　 ( 物語の王国 ) 横田明子作 岩崎書店 児童読み物 11/15

151 絵物語　古事記 富安陽子文/山村浩二絵/三浦佑之監修偕成社 児童読み物 11/20

152 まほろ姫とにじ色の水晶玉 なかがわちひろ作・絵偕成社 児童読み物 11/21

153 さあ、なげますよ 角野栄子文/山村浩二絵文溪堂 児童読み物 11/下

154 パイロットのたまご ( おしごとのおはなし) 吉野万理子作/黒須高嶺絵講談社 児童読み物 11/16

155 ゆめはまんが家！ ( おしごとのおはなし) 小林深雪作/今日マチ子絵講談社 児童読み物 11/16

156 オリンピックのおばけずかん　くちはっちょうてはっちょう( どうわがいっぱい) 斉藤洋作/宮本えつよし絵講談社 児童読み物 11/21

157 ねこの町のダリオ写真館 ( わくわくライブラリー) 小手鞠るい作/くまあやこ絵講談社 児童読み物 11/7

158 保健室の日曜日　なぞなぞピクニックへ行きたいかぁ！( わくわくライブラリー) 村上しいこ作/田中六大絵講談社 児童読み物 11/22

159 ツトムとネコのひのようじん にしかわおさむ文・絵小峰書店 児童読み物 11／中

160 ちびのミイとおかしなこづつみ

(

ミイのおはなしえほん４) トーベ・ヤンソン
原作/リーナ＆サ
ミ・カーラ文・絵/
当麻ゆか訳

徳間書店 児童読み物

11/13

161 図書館にいたユニコーン マイケル・モー
パーゴ作/ゲー
リー・ブライズ絵/
おびかゆうこ訳

徳間書店 児童読み物

11/14

162 じょやのかね ( 日本傑作絵本シリーズ) とうごうなりさ作・絵福音館書店 児童読み物 11/上

163 なずず　このっぺ？ ※2017年コルデコット賞オナー受賞作品カーソン・エリス作・絵/アーサー・ビナード訳フレーベル館 児童読み物 11/22
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164 どうぶつマンションにようこそ ( えほんのもり ) 二宮由紀子作/高畠純絵文研出版 児童読み物 11/中

165 しずかにあみものさせとくれ～！ ※コルデコット賞オナー受賞作品ベラ・ブロスゴル作・絵/おびかゆうこ訳ほるぷ出版 児童読み物 11/20

166 ぼくは発明家　アレクサンダー・グラハム・ベル メアリー・アン・フレイザー作・絵/おびかゆうこ訳廣済堂あかつき児童ノンフィクション 11/25

167 １０才からはじめる ゲームプログラミング図鑑 キャロル・ヴォーダマン著/山崎正浩訳創元社 児童ノンフィクション 11/17

168 どうしてルールが守れないの？ ( 同級生は外国人!？外国につながりを持つ子どもたち１ 全３巻) 吉富志津代監修/松島恵利子編汐文社 児童ノンフィクション 12/

169 ディベートをやろう！ 論理的に考える力が身につく( 楽しい調べ学習シリーズ) 全国教室ディベート連盟監修ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション 11/17

170 プログラミングとコンピュータ ( 楽しい調べ学習シリーズ) 大岩元監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション 11/17

171 髪がつなぐ物語 ( 文研じゅべにーる) 別司芳子著 文研出版 児童ノンフィクション 11/下

172 鳥獣戯画を読みとく ( 調べる学習百科) 五味文彦監修 岩崎書店 児童ノンフィクション 11/10

173 貨物船のはなし ( たくさんのふしぎ傑作集) 柳原良平作・絵 福音館書店 児童ノンフィクション 11/上

174 仏像なんでも事典　修学旅行・事前学習 大谷徹奘監修 理論社 児童ノンフィクション 11/16

175 大人になって困らない　語彙力の鍛えかた( １４歳の世渡り術) 今野真二著 河出書房新社 ヤングアダルト 11/15

176 フォックスクラフト ２　アイラと長老たちの岩 インバリ・イセーレス著/井上里訳静山社 ヤングアダルト 11/上

177 中学英語で紹介する日本文化３　伝統文化でおもてなし大門久美子編/野澤敦子英文監修汐文社 ヤングアダルト 11/

178 食べるってどんなこと？ ( 中学生の質問箱) 古沢広祐著/市川はるみ編平凡社 ヤングアダルト 11/22

179 １００年の木の下で ( ｔｅｅｎｓ’　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ) 杉本りえ著/佐竹美保画ポプラ社 ヤングアダルト 11/上

180 アポロンと５つの神託　太陽の転落 リック・リオーダン
作/金原瑞人訳/
小林みき訳

ほるぷ出版 ヤングアダルト

11/17

181 たたかう ( 大人になるまでに読みたい15歳の詩５) 谷川俊太郎巻頭文/和合亮一編・エッセイゆまに書房 ヤングアダルト 11/29

182 世界は変形菌でいっぱいだ 増井真那著 朝日出版社 ヤングアダルト 11/10

183 断層の森で見る夢は ( ＫＺ’　Ｄｅｅｐ　Ｆｉｌｅ) 藤本ひとみ著 講談社 ヤングアダルト 11/22

184 襷を我が手に 蓮見恭子著 光文社 ヤングアダルト 11/15

185 キズナキス 梨屋アリエ著 静山社 ヤングアダルト 11/15

186 とても良い人生のために ( 失敗の思いがけない恩恵と想像力の大切さ) Ｊ．Ｋ．ローリング著/松岡佑子訳静山社 ヤングアダルト 11/上

187 １３歳から知っておきたいＬＧＢＴ＋ アシュリー・マーデル著/須川綾子訳ダイヤモンド社 ヤングアダルト 11/22

188 今すぐ読みたい！１０代のためのＹＡブックガイド１５０！　２金原瑞人監修/ひこ・田中監修ポプラ社 ヤングアダルト 11/15

189 脳 ( 歴史を変えた１００の大発見) 石浦章一監訳/大森充香訳丸善出版 ヤングアダルト 11/下


