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1 銀橋 中山可穂著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 9/19

2 犯罪乱歩幻想 三津田信三著ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 9/26

3 鎌倉の家 甘糟りり子著河出書房新社日本文芸書 9/20

4 叙述トリック短編集 似鳥鶏著 講談社 日本文芸書 9/18

5 猫のエルは 町田康著 講談社 日本文芸書 9/26

6 高天原(タカマノハラ) 厩戸皇子の神話(カミバナシ) 周防柳著 集英社 日本文芸書 10/3

7 たてがみを捨てたライオンたち 白岩玄著 集英社 日本文芸書 9/21

8 鬼嵐（オニアラシ） 仙川環著 小学館 日本文芸書 9/上

9 人さらい 翔田寛著 小学館 日本文芸書 9/12

10 銀河を渡る 沢木耕太郎著新潮社 日本文芸書 9/27

11 大和維新 植松三十里著新潮社 日本文芸書 9/21

12 友情だねって感動してよ 小嶋陽太郎著新潮社 日本文芸書 9/21

13 緑の花と赤い芝生 伊藤朱里著 中央公論新社日本文芸書 9/20

14 想い人 あくじゃれ瓢六６ 諸田玲子著 文藝春秋 日本文芸書 9/19

15 ドッペルゲンガーの銃 倉知淳著 文藝春秋 日本文芸書 9/11

16 明治銀座異変 滝沢志郎著 文藝春秋 日本文芸書 9/12

17 黄金の代償 福田和代著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 9/26

18 ことことこーこ 阿川佐和子著ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 9/26

19 バロルの晩餐会 ハロウィンと五つの謎々 夢枕獏著 天野喜孝著 叶松谷著ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 9/27

20 龍華記 澤田瞳子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 9/26

21 時代 本城雅人著 講談社 日本文芸書 10/上

22 湖底の城 ( 呉越春秋９ 完結) 宮城谷昌光著講談社 日本文芸書 9/26

23 天子蒙塵 ４ 浅田次郎著 講談社 日本文芸書 9/26

24 到達不能極 ※ 第64回江戸川乱歩賞受賞作品斉藤詠一著 講談社 日本文芸書 9/18

25 宴の前 堂場瞬一著 集英社 日本文芸書 9/21

26 Ｍａｔｔ（マット） 岩城けい著 集英社 日本文芸書 10/3

27 ＴＥＮ（テン） 楡周平著 小学館 日本文芸書 9/19

28 はしからはしまで みとや・お瑛仕入帖 ３ 梶よう子著 新潮社 日本文芸書 9/21

29 ひとつむぎの手 知念実希人著新潮社 日本文芸書 9/21

30 愛なき世界 三浦しをん著中央公論新社日本文芸書 9/6

31 ある男 平野啓一郎著文藝春秋 日本文芸書 9/26

32 影ぞ恋しき 葉室麟著 文藝春秋 日本文芸書 9/11

33 草原のコック・オー・ヴァン 柴田よしき著文藝春秋 日本文芸書 9/26

34 七つの試練 ( 池袋ウエストゲートパーク１４) 石田衣良著 文藝春秋 日本文芸書 9/12

35 吉本ばななが友だちについての悩みにこたえる 吉本ばなな著朝日新聞出版日本文芸書 9/5

36 童話作家のおかしな毎日 富安陽子作・絵偕成社 日本文芸書 9/26

37 童の神 ※ 第10回角川春樹小説賞受賞作品今村翔吾著 角川春樹事務所日本文芸書 9/28

38 死神刑事 大倉崇裕著 幻冬舎 日本文芸書 9/4

39 幽霊たち 西澤保彦著 幻冬舎 日本文芸書 9/4

40 観音リボン 戸南浩平著 光文社 日本文芸書 9/18
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41 アリバイ崩し承ります 大山誠一郎著実業之日本社日本文芸書 9/6

42 特捜投資家 永瀬隼介著 ダイヤモンド社日本文芸書 9/5

43 グラスバードは還らない 市川憂人著 東京創元社日本文芸書 9/10

44 紐結びの魔道師２ 白銀の巫女                                                                                                                   乾石智子著 東京創元社日本文芸書 9/10

45 ドイツ職人紀行 池内紀著 東京堂出版日本文芸書 9/25

46 廃墟戦隊 ラフレンジャー 竹内真著 双葉社 日本文芸書 9/18

47 花咲小路三丁目北角のすばるちゃん 小路幸也著 ポプラ社 日本文芸書 9/13

48 国宝 上 青春篇 吉田修一著 朝日新聞出版日本文芸書 9/5

49 国宝 下 花道篇 吉田修一著 朝日新聞出版日本文芸書 9/5

50 銀河食堂の夜 さだまさし著幻冬舎 日本文芸書 9/26

51 人類滅亡小説 山田宗樹著 幻冬舎 日本文芸書 9/4

52 ＰＩＴ 特殊心理捜査班・水無月玲 五十嵐貴久著光文社 日本文芸書 9/18

53 雛口依子の最低な落下とやけくそキャノンボール 呉勝浩著 光文社 日本文芸書 9/18

54 緑のなかで 椰月美智子著光文社 日本文芸書 9/18

55 少女たちは夜歩く 宇佐美まこと著実業之日本社日本文芸書 9/27

56 ドアを開けたら 大崎梢著 祥伝社 日本文芸書 9/10

57 僕は金になる 桂望実著 祥伝社 日本文芸書 9/10

58 ベルリンは晴れているか 深緑野分著 筑摩書房 日本文芸書 9/25

59 夏を取り戻す ( ミステリ・フロンティア１００) 岡崎琢磨著 東京創元社日本文芸書 9/26

60 絵里奈の消滅（仮） 香納諒一著 ＰＨＰ研究所日本文芸書 9/20

61 アンドロメダの猫 朱川湊人著 双葉社 日本文芸書 9/21

62 洪水の年 上 マーガレット・アトウッド著 佐藤アヤ子訳岩波書店 外国文芸書 9/21

63 洪水の年 下 マーガレット・アトウッド著 佐藤アヤ子訳岩波書店 外国文芸書 9/21

64 両方になる ( 新潮クレスト・ブックス／※ゴールドスミス賞・コスタ賞受賞作品) アリ・スミス著 木原善彦訳新潮社 外国文芸書 9/25

65 Ｕ ＆ Ｉ（仮） ニコルソン・ベイカー著 有好宏文訳白水社 外国文芸書 9/18

66 カート・ヴォネガット全短篇 １ バターより銃( 全４巻 カート・ヴォネガット著 大森望監修 浅倉久志訳早川書房 外国文芸書 9/18

67 元年春之祭 ( ハヤカワ・ミステリ) 陸秋槎著 稲村文吾訳早川書房 外国文芸書 9/4

68 ジャック・オブ・スペード ジョイス・キャロル・オーツ著 栩木玲子訳河出書房新社外国文芸書 9/20

69 ８３ １/４歳の素晴らしき日々 ヘンドリック・フルーン著 長山さき訳集英社 外国文芸書 10/3

70 インヴィジブル ポール・オースター著 柴田元幸訳新潮社 外国文芸書 9/25

71 パールとスターシャ ( 海外文学セレクション) アフィニティ・コナー著 野口百合子訳東京創元社外国文芸書 9/26

72 任務の終わり 上 スティーヴン・キング著 白石朗訳文藝春秋 外国文芸書 9/19

73 任務の終わり 下 スティーヴン・キング著 白石朗訳文藝春秋 外国文芸書 9/19

74 ふんわり、しっとり 至福の米粉スイーツ 今井ようこ著家の光協会くらしの実用書 10/15

75 並べて焼くだけ！こんがりおかず 牛尾理恵著 学研プラスくらしの実用書 9/18

76 大人の手編み冬こもの 主婦と生活社編主婦と生活社くらしの実用書 9/28

77 ワイヤークラフトでつくる 大人かわいいインテリア雑貨栗原身和子著誠文堂新光社くらしの実用書 9/13

78 天使が住みたい冷蔵庫・悪魔が住んじゃう冷蔵庫 番場智子著 主婦の友社くらしの実用書 9/10

79 えんぎもんフェルト 緒方伶香著 誠文堂新光社くらしの実用書 9/5

80 介護じゃないけど、やっぱり心配だから　　　　　　　　　　親に作って届けたい、つくりおき林幸子著 大和書房 くらしの実用書 9/12
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81 シャツ＆ブラウスの基本パターン 野木陽子著 日本ヴォーグ社くらしの実用書 10/13

82 楽しく学べる！ポーチの教室 日本ヴォーグ社くらしの実用書 9/14

83 このとおりにやれば必ずキレイに写せる 子ども写真の撮り方椎名トモミ著 薮田織也監修日本実業出版社くらしの実用書 9/19

84 ５５歳からのリアル仕事ガイド 松本すみ子監修朝日新聞出版ビジネス・くらしの経済9/7

85 要点をギュッ！ はじめての簿記図鑑 葛西安寿著 池田書店 ビジネス・くらしの経済9/14

86 いまさら聞けないマーケティングの基本のはなし 松井剛著 河出書房新社ビジネス・くらしの経済9/19

87 対面・電話・メールまで クレーム対応「完全撃退」マニュアル援川聡著 ダイヤモンド社ビジネス・くらしの経済9/12

88 経営者のための商工会・商工会議所１５０％トコトン活用術( ＤＯＢＯＯＫＳ ) 大田一喜編著同文舘出版ビジネス・くらしの経済9/上

89 日本史で学ぶ経済学 横山和輝著 東洋経済新報社ビジネス・くらしの経済9/20

90 ５０（フィフティ） いまの経済をつくったモノ ティム・ハーフォード著 遠藤真美訳日本経済新聞出版社ビジネス・くらしの経済9/19

91 トリマーの究極活用術 DIY木工の革命ツール 杉田豊久監修グラフィック社すまい・住宅・建築9/7

92 果樹剪定 「コツ」の科学 名人農家の美味多収の技を伝授！三輪正幸著 講談社 すまい・住宅・建築9/20

93 庭づくりの「困った」を解決するガーデニング ( 日陰・半日陰・高温・乾燥・小さな庭でも美しい！) 荻原範雄著 講談社 すまい・住宅・建築9/6

94 はじめてのインドアグリーン 選び方と楽しみ方 尾崎忠監修　　　　　　野末陽平監修　　　　藤川史雄監修ナツメ社 すまい・住宅・建築9/6

95 あなたの老いは舌から始まる 今日からできる口の中のケアのすべて( ＮＨＫ出版／なるほどの本) 菊谷武著 ＮＨＫ出版健康と家庭の医学9/21

96 不整脈・心房細動がわかる本 脈の乱れが気になる人へ( 健康ライブラリーイラスト版) 山根禎一監修講談社 健康と家庭の医学9/11

97 ＮＨＫきょうの健康 血管を守る250のＱ＆Ａ事典 「きょうの健康」番組制作班編著 主婦と生活社ライフ・プラス編集部編著主婦と生活社健康と家庭の医学9/26

98 最新医学図解 詳しくわかる狭心症・心筋梗塞の治療と安心生活上妻謙監修 主婦と生活社健康と家庭の医学9/21

99 これだけは知っておきたい双極性障害 躁・うつに早めに気づき再発を防ぐ！( ココロの健康シリーズ) 加藤忠史監修翔泳社 健康と家庭の医学9/18

100 ウルトラ図解 坐骨神経痛 久野木順一監修法研 健康と家庭の医学9/12

101 女性のがんと外見ケア 分田貴子著 法研 健康と家庭の医学9/19

102 思春期 少年・少女の不思議のこころ( 思春期のこころと身体Ｑ＆Ａ) 深尾憲二朗著ミネルヴァ書房健康と家庭の医学9/5

103 おとなママの会話術 いい関係をきずく ことば選びと使い方辰巳渚著 岩崎書店 教育と福祉 9/21

104 私は、看取り士。 柴田久美子著佼成出版社教育と福祉 9/30

105 突然はじまる！ 親の介護でパニックになる前に読む本( 介護ライブラリー) 結城康博著 講談社 教育と福祉 9/4

106 学校図書館員と英語科教諭のための 英語多読実践ガイド 江竜珠緒著　　　　　　　　　　　村松教子著少年写真新聞社教育と福祉 9/下

107 老いた親へのイラッとする気持ちがスーッと消える本 榎本睦郎著 永岡書店 教育と福祉 9/10

108 認知症改善の新常識 鈴木宏幸著 渋川智明著日東書院本社教育と福祉 10/5

109 世界の教科書に見る昔話 石井正己編 三弥井書店教育と福祉 9/上

110 すぐに役立つ 最新 入門図解 相続のしくみと手続き 松岡慶子監修三修社 くらしの法律 9/21

111 事業者必携 入門図解 管理者のための最新労働法の基本と実務小島彰監修 三修社 くらしの法律 9/21

112 図説 日本の島 平岡昭利編 須山聡編 宮内久光編朝倉書店 歴史と紀行 10/1

113 世界のかわいい本の街 アレックス・ジョンソン著エクスナレッジ歴史と紀行 9/28

114 伊能図探検 図書館版 伝説の古地図を200倍楽しむ 河出書房新社編 モリナガヨウ絵河出書房新社歴史と紀行 9/19

115 全国公開天文台ガイド 日本公開天文台協会監修 恒星社厚生閣編集部編恒星社厚生閣歴史と紀行 10/5

116 天皇はなぜ紙幣に描かれないのか 三上喜孝著 小学館 歴史と紀行 9/5

117 会計の世界史 田中靖浩著 日本経済新聞出版社歴史と紀行 9/27

118 世界史を変えた１３の病 ペスト・天然痘からコレラまでジェニファー・ライト著 鈴木涼子訳原書房 歴史と紀行 9/10

119 古典歳時記 吉海直人著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本の文化 9/19

120 古鏡のひみつ 「鏡の裏の世界」をさぐる 新井悟著 河出書房新社日本の文化 9/19
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121 昭和少年少女図鑑（仮） ( らんぷの本 ) 市橋芳則著 伊藤明良著河出書房新社日本の文化 9/20

122 ニッポン 離島の祭り 箭内博行著 グラフィック社日本の文化 9/7

123 古代風土記の事典（仮） 瀧音能之編著東京堂出版日本の文化 9/25

124 知っておきたい日本人の漢詩（仮） 宇野直人著 勉誠出版 日本の文化 9/

125 粋を食す 江戸の蕎麦文化 花房孝典著 山と渓谷社日本の文化 9/18

126 レシピで味わう世界の食文化 石毛直道著 岩波書店 世界の文化 9/19

127 ピクルスと漬物の歴史 ( 「食」の図書館 ) ジャン・デイヴィソン著 甲斐理恵子訳原書房 世界の文化 9/18

128 発達障害に生まれて 自閉症児と母の１７年 松永正訓著 中央公論新社現代社会 9/6

129 金融失策 ２０年の真実 太田康夫著 日本経済新聞出版社現代社会 9/19

130 法に触れた少年の未来のために 内田博文著 みすず書房現代社会 9/下

131 万引き依存症 斉藤章佳著 イースト・プレス現代社会 9/12

132 仮想通貨はどうなるか 野口悠紀雄著ダイヤモンド社現代社会 9/14

133 農業決壊 誰がニッポンの食を救うのか 吉田忠則著 日経ＢＰマーケティング現代社会 9/20

134 アメーバのはなし 原生生物と人との関わり 永宗喜三郎編 島野智之編 矢吹彬憲編朝倉書店 サイエンス 9/10

135 サイエンス・ネクスト 科学者たちの未来予測 ジム・アル＝カリーリ著 鍛原多惠子訳河出書房新社サイエンス 9/5

136 世界で一番美しい化学反応図鑑 セオドア・グレイ著 ニック・マン写真　　　　若林文高監修　　　　武井摩利訳創元社 サイエンス 9/20

137 絶滅できない動物たち Ｍ・Ｒ・オコナー著 大下英津子訳ダイヤモンド社サイエンス 9/26

138 サバイバルボディー 人類の失われた身体能力を取り戻すスコット・カーニー著 小林由香利訳白水社 サイエンス 9/7

139 忙しすぎる人のための宇宙講座 ( ハヤカワ・ポピュラー・サイエンス) ニール・ドグラース・タイソン著 渡部潤一監修 田沢恭子訳早川書房 サイエンス 9/4

140 最新 量子コンピュータがよ～くわかる本( 図解入門 ) 長橋賢吾著 秀和システムテクノロジー 9/25

141 ツウになる！ バスの教本 広田民郎著 秀和システムテクノロジー 9/18

142 電波の疑問５０ ( みんなが知りたいシリーズ) 早川正士著 成山堂書店テクノロジー 9/上

143 鉄道快適化物語 苦痛から快楽へ 小島英俊著 創元社 テクノロジー 9/20

144 日本の名画・名品を訪ねて 旅する日曜美術館 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北海道・東北・関東・甲信越・北陸ＮＨＫ「日曜美術館」制作班編ＮＨＫ出版芸術・スポーツ 9/25

145 日本の名画・名品を訪ねて 旅する日曜美術館 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東海・近畿・中国・四国・九州ＮＨＫ「日曜美術館」制作班編ＮＨＫ出版芸術・スポーツ 9/25

146 チアリーダーズ マニュアル（仮） 植村綾子著 双葉社 芸術・スポーツ 9/25

147 修復家だけが知る ストラディヴァリウスの真価 中澤宗幸著 毎日新聞出版芸術・スポーツ 9/19

148 童謡百年史 童謡歌手がいた時代 井上英二著 論創社 芸術・スポーツ 9/下

149 子どもの人権と学校図書館 渡邊重夫著 青弓社 ライブラリアン 9/25

150 筒井康隆、自作を語る 筒井康隆著 日下三蔵編早川書房 ライブラリアン 9/18

151 かんけり 石川えりこ作・絵アリス館 児童読み物 9/27

152 あしにょきにょきときょうりゅう ( えほんのぼうけん) 深見春夫作・絵岩崎書店 児童読み物 9/7

153 ぺちゃんこ ねこ ハーウィン・オラム作 グウェン・ミルワード絵 ひがしかずこ訳岩崎書店 児童読み物 9/7

154 どうしてなの？おばあちゃん わたしたちだけのときは デイヴィッド・アレキサンダー・ロバートソン作 ジュリー・フレット絵 横山和江訳岩波書店 児童読み物 9/7

155 なぞなぞはじまるよ ２ おおなり修司文 高畠純絵絵本館 児童読み物 9/3

156 オオイシさん 北村直子作・絵偕成社 児童読み物 9/11

157 ぼうけんはバスにのって いとうみく作 山田花菜絵金の星社 児童読み物 9/21

158 うさぎたちとふしぎなこうじょう アダム・グリーン著 レナード・ワイスガード絵好学社 児童読み物 9/13

159 ライオンの風をみたいちにち あべ弘士作・絵佼成出版社児童読み物 9/5

160 くだもの ぱくっ ( 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 9/11
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161 流星と稲妻 落合由佳著 講談社 児童読み物 9/11

162 ノラネコぐんだん おばけのやま 工藤ノリコ著白泉社 児童読み物 10/2

163 はずかしがりやのきょうりゅう クランチ シロッコ・ダンラップ＆グレッグ・ピゾーリ作 大友剛訳早川書房 児童読み物 9/18

164 めぐる森の物語 いまいあやの作・絵ＢＬ出版 児童読み物 9/25

165 かあちゃんのジャガイモばたけ ( 児童図書館・絵本の部屋) アニタ・ローベル作 まつかわまゆみ訳評論社 児童読み物 9/

166 かたつむりタクシー ( 幼児絵本シリーズ) たむらしげる作・絵福音館書店児童読み物 9/26

167 みんな、ほしのかけらから ジーン・ウイリス作 ブライオニー・メイ・スミス絵 石井睦美訳フレーベル館児童読み物 9/20

168 あさって町のフミオくん 昼田弥子作 高畠那生絵ブロンズ新社児童読み物 9/11

169 ふようどのふよこちゃん おやまはだいじ 飯野和好作・絵理論社 児童読み物 9/6

170 風がはこんだ物語 ジル・ルイス文 ジョー・ウィーヴァー絵 さくまゆみこ訳あすなろ書房児童読み物 9/下

171 ぼくらの一歩 ３０人３１脚 いとうみく作 イシヤマアズサ絵アリス館 児童読み物 9/27

172 いっしょにかえろう ハイロ・ブイトラゴ文 ラファエル・ジョクテング絵 宇野和美訳岩崎書店 児童読み物 9/13

173 アチチの小鬼 岡田淳作 田中六大絵偕成社 児童読み物 9/18

174 リスのたんじょうび トーン・テレヘン著 野坂悦子訳 植田真絵偕成社 児童読み物 9/26

175 どんぐりむらのいちねんかん ( どんぐりむらシリーズ) なかやみわ作・絵学研プラス児童読み物 9/11

176 森のとしょかんのひみつ 小手鞠るい作 土田義晴絵金の星社 児童読み物 9/10

177 なまえをつけて ( 講談社の創作絵本) 谷川俊太郎詩 いわさきちひろ絵講談社 児童読み物 9/14

178 ねこの町の本屋さん ゆうやけ図書館のなぞ( 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 9/11

179 おいも！ ( にじいろえほん ) 石津ちひろ文 村上康成絵小峰書店 児童読み物 9/下

180 モンスター・ホテルでハロウィン 柏葉幸子作 高畠純絵小峰書店 児童読み物 9/上

181 どうぶつ どんどん たしろちさと作・絵大日本図書児童読み物 9/中

182 すきま地蔵 ( ＭＯＥのえほん ) 室井滋文 長谷川義史絵白泉社 児童読み物 9/3

183 おしごと おしごと なににする？ ( 福音館の科学シリーズ) なとりちづ作・絵福音館書店児童読み物 9/12

184 めん たべよう！ ( 日本傑作絵本シリーズ) 小西英子作・絵福音館書店児童読み物 9/5

185 ねずみくんのうんどうかい ( ねずみくんの絵本３５) なかえよしを作 上野紀子絵ポプラ社 児童読み物 9/5

186 日本のロボット くらしの中の先端技術 ( 調べる学習百科 ) 奥村悠監修 グループ・コロンブス編岩崎書店 児童ノンフィクション9/21

187 ぼくの自然観察記 木の実のたんけん 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9/13

188 はっけん！鉄道ＮＩＰＰＯＮ（仮） 　　　　　　　　　　　　地図と路線で知る47都道府県の鉄道ヴィトゲン社監修ＰＨＰ研究所児童ノンフィクション9/20

189 ヒトの体にすみつく生き物 寄生虫から細菌・ウイルスまで( 楽しい調べ学習シリーズ) 辨野義己監修ＰＨＰ研究所児童ノンフィクション9/11

190 小学生のためのスケートボード教室 西川隆監修 ベースボール・マガジン社編ベースボール・マガジン社児童ノンフィクション9/25

191 スポーツクライミング ボルダリング 西谷善子監修 ベースボール・マガジン社編ベースボール・マガジン社児童ノンフィクション9/14

192 ビジュアル 日本の服装の歴史１ 原始時代～平安時代( 全３巻 ２配 ) 増田美子監修・著ゆまに書房児童ノンフィクション9/28

193 石はなにからできている？ ( ちしきのぽけっと) 西村寿雄文 武田晋一写真岩崎書店 児童ノンフィクション9/21

194 入学準備の図鑑 ( 学研の図鑑ｆｏｒ　ｋｉｄｓ) 無藤隆監修 学研プラス児童ノンフィクション9/18

195 車いすの図鑑 高橋儀平監修金の星社 児童ノンフィクション10/上

196 知っていますか？ＳＤＧｓ ユニセフとめざす2030年のゴール日本ユニセフ協会制作協力さ・え・ら書房児童ノンフィクション9/10

197 楽しいオーケストラ図鑑 東京フィルハーモニー交響楽団著小学館 児童ノンフィクション10/5

198 月の満ち欠けをながめよう 相馬充監修 森雅之イラスト誠文堂新光社児童ノンフィクション9/7

199 きのこレストラン ( ふしぎいっぱい写真絵本) 新開孝写真・文ポプラ社 児童ノンフィクション9/7

200 心のバリアフリーずかん 「あたりまえ」を見直そう！( 見る知る考えるずかん) 中野泰志監修ほるぷ出版児童ノンフィクション9/26
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201 図解 もっと身近にあふれる「科学」が３時間でわかる本左巻健男著 明日香出版社ヤングアダルト 9/12

202 ２．４３ 清陰高校男子バレー部 春高編 壁井ユカコ著集英社 ヤングアダルト 9/21

203 黒板アート甲子園作品集 高校生たちの消えない想い 日学株式会社総監修日東書院本社ヤングアダルト 9/14

204 いいたいことがあります！ 魚住直子作 西村ツチカ絵偕成社 ヤングアダルト 9/19

205 死体が教えてくれたこと ( １４歳の世渡り術) 上野正彦著 河出書房新社ヤングアダルト 9/20

206 Ｘ－０１ 〔エックスゼロワン〕＃３( 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

207 車夫 ３ ( Ｓｕｎｎｙｓｉｄｅ　Ｂｏｏｋｓ) いとうみく作小峰書店 ヤングアダルト 9/下

208 未来をはじめる 「人と一緒にいること」の政治学 宇野重規著 東京大学出版会ヤングアダルト 9/25

209 グリーン・グリーン 新米教師二年目の試練 あさのあつこ著徳間書店 ヤングアダルト 9/7


