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Ｎｏ．書名・シリーズ・受賞情報など 著者 出版社 刊行予定日

1 黒いピラミッド ※ 第２５回日本ホラー小説大賞 大賞受賞作品福士俊哉著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/29

2 手をつないだまま　桜桃（サクランボ）の館で 令丈ヒロ子著ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/24

3 祭火小夜の後悔 ※ 第２５回日本ホラー小説大賞 大賞＆読者賞受賞作品秋竹サラダ著ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/29

4 まれびとパレード 越谷オサム著ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/29

5 夜のリフレーン 皆川博子著 日下三蔵編著ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/24

6 ウラミズモ奴隷選挙 笙野頼子著 河出書房新社日本文芸書 10/17

7 雑賀（サイカ）のいくさ姫 天野純希著 講談社 日本文芸書 11/中

8 流砂　 黒井千次著 講談社 日本文芸書 10/22

9 前世は兎 吉村萬壱著 集英社 日本文芸書 10/26

10 チンギス紀　３　虹暈 北方謙三著 集英社 日本文芸書 10/26

11 佐野洋子の動物図鑑 佐野洋子著 広瀬弦絵小学館 日本文芸書 10/24

12 無事に返してほしければ 白河三兎著 小学館 日本文芸書 10/25

13 見返り検校 乾緑郎著 新潮社 日本文芸書 10/18

14 第六天の魔王なり 吉川永青著 中央公論新社日本文芸書 10/5

15 父より娘へ　谷崎潤一郎書簡集 谷崎潤一郎著 千葉俊二編中央公論新社日本文芸書 10/5

16 神さまを待っている 畑野智美著 文藝春秋 日本文芸書 10/24

17 新・二都物語 芦辺拓著 文藝春秋 日本文芸書 10/25

18 穴あきエフの初恋祭り 多和田葉子著文藝春秋 日本文芸書 10/16

19 永遠の詩 香月夕花著 文藝春秋 日本文芸書 10/3

20 戒名探偵　卒塔婆くん 高殿円著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/31

21 月 辺見庸著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/29

22 黄泉坂案内人　思い出の向こう岸 仁木英之著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/29

23 エムエス　継続捜査ゼミ２ 今野敏著 講談社 日本文芸書 10/16

24 決戦！設楽原　武田ｖｓ．織田・徳川 赤神諒著 佐藤巖太郎著 砂原浩太朗著 武川佑著 蓑輪諒ほか著講談社 日本文芸書 10/16

25 どんまい 重松清著 講談社 日本文芸書 10/16

26 私はあなたの瞳の林檎 舞城王太郎著講談社 日本文芸書 10/25

27 先生、ちょっと人生相談いいですか？ 瀬戸内寂聴著 伊藤比呂美著集英社 日本文芸書 10/26

28 猫がいなけりゃ息もできない 村山由佳著 集英社 日本文芸書 10/26

29 下町ロケット　ヤタガラス 池井戸潤著 小学館 日本文芸書 10/上

30 ダンデライオン 中田永一著 小学館 日本文芸書 10/25

31 東京輪舞 月村了衛著 小学館 日本文芸書 10/25

32 エリザベスの友達 村田喜代子著新潮社 日本文芸書 10/29

33 血の雫 相場英雄著 新潮社 日本文芸書 10/18

34 二十五年後の読書 乙川優三郎著新潮社 日本文芸書 10/18

35 野の春　 ( 流転の海９　完結) 宮本輝著 新潮社 日本文芸書 10/29

36 宮部みゆき全一冊 宮部みゆき著 新潮社編新潮社 日本文芸書 10/18

37 白いジオラマ 堂場瞬一著 中央公論新社日本文芸書 10/18

38 ３０センチの冒険 三崎亜記著 文藝春秋 日本文芸書 10/18

39 沈黙のパレード ( ガリレオシリーズ) 東野圭吾著 文藝春秋 日本文芸書 10/9

40 刀と算盤　馬律流青春雙六 谷津矢車著 光文社 日本文芸書 10/16
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41 凜の弦音（仮） 我孫子武丸著光文社 日本文芸書 10/16

42 ドライブインまほろば 遠田潤子著 祥伝社 日本文芸書 10/10

43 ねじれびと 原宏一著 祥伝社 日本文芸書 10/10

44 探偵は教室にいない ※ 第２８回鮎川哲也賞受賞作品川澄浩平著 東京創元社日本文芸書 10/11

45 人喰観音 篠たまき著 早川書房 日本文芸書 10/17

46 零號琴（レイゴウキン） 飛浩隆著 早川書房 日本文芸書 10/18

47 崖の上で踊る 石持浅海著 ＰＨＰ研究所日本文芸書 10/18

48 走馬灯症候群 嶺里俊介著 双葉社 日本文芸書 10/16

49 リベンジ 柴田哲孝著 双葉社 日本文芸書 10/16

50 アディオス！　ジャパン　日本はなぜ凋落したのか 真山仁著 毎日新聞出版日本文芸書 10/5

51 建設現場 坂口恭平著 みすず書房日本文芸書 10/17

52 となりの脳世界 村田沙耶香著朝日新聞出版日本文芸書 10/5

53 その先の道に消える 中村文則著 朝日新聞出版日本文芸書 10/5

54 雨上がりの川 森沢明夫著 幻冬舎 日本文芸書 10/23

55 家康　２　不惑編 安部龍太郎著幻冬舎 日本文芸書 10/23

56 ヘブン　キングダム ２　 新野剛志著 幻冬舎 日本文芸書 10/23

57 ラストラン  ランナー ４　 あさのあつこ著幻冬舎 日本文芸書 10/23

58 男たちの船出 伊東潤著 光文社 日本文芸書 10/16

59 ウェディングプランナー 五十嵐貴久著祥伝社 日本文芸書 10/10

60 春は始まりのうた　マイディア・ポリスマン２ 小路幸也著 祥伝社 日本文芸書 10/10

61 最終標的　所轄魂 笹本稜平著 徳間書店 日本文芸書 10/6

62 一緒にお墓に入ろう 江上剛著 扶桑社 日本文芸書 10/2

63 夜のふたりの魂 ケント・ハルフ著 橋本あゆみ訳河出書房新社外国文芸書 10/22

64 探偵小説の黄金時代 近代探偵小説を生んだ作家たちの秘密※ ２０１６年エドガー賞(評論・評伝部門)受賞作品マーティン・エドワーズ著 森英俊訳 白須清美訳国書刊行会外国文芸書 10/中

65 もし太陽が戻らなければ　 ( ラミュ小説集４ ) C.Ｆ.ラミュ著 佐原隆雄訳国書刊行会外国文芸書 10/中

66 ガルシア＝マルケス「東欧」を行く ガブリエル・ガルシア＝マルケス著 木村榮一訳新潮社 外国文芸書 10/29

67 用心棒 ( ハヤカワ・ミステリ) デイヴィッド・ゴードン著 青木千鶴訳早川書房 外国文芸書 10/3

68 十三の謎と十三人の被告 ( 論創海外ミステリ) ジョルジュ・シムノン著 松井百合子訳論創社 外国文芸書 10/

69 パワー ※ ２０１７年ベイリーズ賞受賞作品 ナオミ・オルダーマン著 安原和見訳河出書房新社外国文芸書 10/24

70 帰れない山 ( 新潮クレスト・ブックス／※２０１７年ストレーガ賞受賞作品           ) パオロ・コニエッティ著 関口英子訳新潮社 外国文芸書 10/29

71 ヨーゼフ・メンゲレの逃亡 ( 海外文学セレクション／※２０１７年ルノードー賞ほか受賞作品 ) オリヴィエ・ゲーズ著 高橋啓訳東京創元社外国文芸書 10/19

72 西欧の東 ( エクス・リブリス) ミロスラフ・ペンコフ著 藤井光訳白水社 外国文芸書 10/19

73 ブリット＝マリーはここにいた フレドリック・バックマン著 坂本あおい訳早川書房 外国文芸書 10/17

74 ブラック・スクリーム ( リンカーン・ライムシリーズ) 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 10/17

75 あまくないからおいしいお菓子　ギリギリの甘さで仕上げる新しいおいしさ。坂田阿希子著家の光協会くらしの実用書 11/中

76 水引レシピ　暮らし・行事・ハレの日を結ぶ 田中杏奈著 グラフィック社くらしの実用書 11/上

77 グレイヘアの美しい人 主婦の友社編主婦の友社くらしの実用書 10/15

78 シニアもおいしい　やわらかいごちそう 川上文代著 辰巳出版 くらしの実用書 10/17

79 いつも手元に　セーターの編み方　ハンドブック 日本ヴォーグ社くらしの実用書 10/25

80 人気の巾着バッグ ( レディブティックシリーズ) ブティック社くらしの実用書 10/2
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81 パッチワーク折り紙の壁飾り ( レディブティックシリーズ) 堀込好子著 ブティック社くらしの実用書 10/15

82 季節の薬膳　二十四節気の養生レシピ 辰巳洋監修 猪俣稔成編著緑書房 くらしの実用書 10/10

83 乾物マジックレシピ サカイ優佳子著 田平恵美著山と渓谷社くらしの実用書 10/26

84 発酵おやつ 山田奈美著 グラフィック社くらしの実用書 10/中

85 旬野菜とだしで作る　すりながしのレシピ 長島博著 誠文堂新光社くらしの実用書 10/10

86 みそさえあれば。（仮） 小島喜和著 日東書院本社くらしの実用書 10/11

87 大人のパンツ　すべてウエストゴム仕様！ 日本ヴォーグ社くらしの実用書 10/25

88 稼げる！　農家の手書きＰＯＰ＆ラベルづくり 石川伊津著 農山漁村文化協会くらしの実用書 10/26

89 つくって楽しむ　わら工芸２　しめ飾りと生活用具 瀧本広子編 大浦佳代取材執筆農山漁村文化協会くらしの実用書 10/10

90 具だくさんおにぎり 中村美穂著 文化出版局くらしの実用書 10/6

91 大人の発達障害　生きづらさへの理解と対処( 健康ライブラリー) 市橋秀夫監修講談社 ビジネス・くらしの経済11/中

92 ここからセクハラ！　アウトがわからない男、もう我慢しない女牟田和恵著 集英社 ビジネス・くらしの経済11/5

93 図解いちばんやさしく丁寧に書いた就業規則の本 成美堂出版編集部編成美堂出版ビジネス・くらしの経済11/中

94 病害虫対策　決定版!!　写真でわかる野菜・果樹の病害虫防除　草間祐輔著 誠文堂新光社すまい・住宅・建築10/9

95 はじめての盆栽　失敗しない８つのコツ 山田香織著 世界文化社すまい・住宅・建築10/15

96 トコトンやさしい道路の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 峯岸邦夫編著日刊工業新聞社すまい・住宅・建築10/24

97 わかる！使える！作業工具・取付具入門〈原理〉〈使い方〉〈勘どころ〉澤武一著 日刊工業新聞社すまい・住宅・建築10/26

98 シニアの筋トレ・口トレ・骨体操　まずはこれだけトレーニング！( 別冊ＮＨＫきょうの健康) 荒井秀典監修 菊谷武監修 山田実監修 石橋英明監修 ＮＨＫ出版編ＮＨＫ出版健康と家庭の医学10/18

99 最新 食べて治す医学大事典 根本幸夫監修 山ノ内愼一監修主婦と生活社健康と家庭の医学11/7

100 専門医が教える組み合わせ自在　腎臓病のレシピ 両角國男監修 岩﨑啓子著西東社 健康と家庭の医学10/下

101 身近なものでつくる　ハンドメイドレク 寺西恵里子著朝日新聞出版教育と福祉 10/19

102 あなたが介護で後悔する３５のこと　そして、後悔しないための８つの心得( 介護ライブラリー) 上村悦子著 講談社 教育と福祉 10/18

103 ママが楽になる絵本レシピ３１ 景山聖子著 小学館 教育と福祉 10/5

104 改正対応　すぐに役立つ　著作権とコンテンツビジネスの法律とトラブル解決マニュアル（仮）森公任監修 森元みのり監修三修社 くらしの法律 10/下

105 夫の死後、お墓・義父母の問題をスッキリさせる本 大﨑美生著 佐藤みのり著日本実業出版社くらしの法律 10/3

106 図解ですっきりわかる　音楽著作権ビジネス 東絛岳著 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングスくらしの法律 10/22

107 天皇陵古墳を歩く ( 朝日選書 ) 今尾文昭著 朝日新聞出版歴史と紀行 10/5

108 語り継ぐこの国のかたち 半藤一利著 大和書房 歴史と紀行 10/17

109 逆転の大戦争史 オーナ・ハ 文藝春秋 歴史と紀行 10/10

110 日本の祭り　解剖図鑑 久保田裕道著エクスナレッジ日本の文化 10/31

111 もっと知りたい慶派の仏たち 根立研介著 東京美術 日本の文化 10/10

112 もっと知りたい刀剣　名刀・刀装具・刀剣書 内藤直子監著 吉原弘道著東京美術 日本の文化 10/中

113 煉丹術の世界　不老不死への道 ( あじあブックス ) 秋岡英行著 垣内智之著 加藤千恵著大修館書店日本の文化 10/3

114 ジビエの歴史 ( 「食」の図書館 ) ポーラ・ヤング・リー著 堤理華訳原書房 日本の文化 10/15

115 「苦しい親子関係」から抜け出す方法 石原加受子著あさ出版 現代社会 10/1

116 ３０代の働く地図 玄田有史編 岩波書店 現代社会 10/18

117 わかりやすい　社会保障制度　はじめて福祉に携わる人へ結城康博編著 大津唯編著 河村秋編著ぎょうせい現代社会 10/中

118 ノマド　漂流する高齢労働者たち ※ ２０１７年「ディスカバー・アワーズ」ノンフィクション部門最優秀賞受賞作品ジェシカ・ブルーダー著 鈴木素子訳春秋社 現代社会 10/17

119 臨時災害放送局というメディア 大内斎之著 青弓社 現代社会 10/25

120 農家が消える　自然資源経済論からの提言 寺西俊一編著 石田信隆編著 山下英俊編著みすず書房現代社会 10/17
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121 いまどきの納骨堂 井上理津子著小学館 現代社会 10/25

122 スマホ社会の落とし穴 清川輝基著 内海裕美著少年写真新聞社現代社会 10/26

123 異教の隣人 釈徹宗＋毎日新聞「異教の隣人」チーム著 細川貂々画晶文社 現代社会 10/24

124 没イチ　パートナーを亡くしてからの生き方 小谷みどり著新潮社 現代社会 10/17

125 働き方改革のすべて 岡崎淳一著 日本経済新聞出版社現代社会 10/17

126 地図で見る日本ハンドブック レミ・スコシマロ著 神田順子訳 清水珠代訳原書房 現代社会 10/17

127 嗅覚はどう進化してきたか　生き物たちの匂い世界( 岩波科学ライブラリー２７８) 新村芳人著 岩波書店 サイエンス 10/26

128 美しき免疫の力　人体の驚異のしくみに挑む ダニエル・Ｍ・デイヴィス著 久保尚子訳ＮＨＫ出版サイエンス 10/23

129 料理の科学大図鑑 スチュアート・ファリモンド著 辻静雄料理教育研究所日本語版監修河出書房新社サイエンス 10/24

130 若返るクラゲ　老いないネズミ　老化する人間 ジョシュ・ミッテルドルフ著 ドリオン・セーガン著 矢口誠訳集英社 サイエンス 10/26

131 知って得する！　おうちの数学 松川文弥著 翔泳社 サイエンス 10/15

132 魂に息づく科学　ドーキンスの反ポピュリズム宣言 リチャード・ドーキンス著 大田直子訳早川書房 サイエンス 10/17

133 シーケンス制御が一番わかる 武永行正著 技術評論社テクノロジー 10/15

134 世界史を変えた新素材 ( 新潮選書 ) 佐藤健太郎著新潮社 テクノロジー 10/26

135 ムンクへの招待 朝日新聞出版編朝日新聞出版芸術・スポーツ 10/26

136 初めての水墨画　楽しく描ける基本とコツ( Ｔｈｅ　Ｎｅｗ　Ｆｉｆｔｉｅｓ) 矢形嵐酔監修講談社 芸術・スポーツ 10/11

137 書物のある風景　2000年の美術でたどる ディヴィッド・トリッグ著 赤尾秀子訳創元社 芸術・スポーツ 10/25

138 オリンピック全史 デイビッド・ゴールドブラット著 志村昌子訳 二木夢子訳原書房 芸術・スポーツ 10/25

139 東京オリンピックの誕生　1940年から2020年へ 浜田幸絵著 吉川弘文館芸術・スポーツ 10/下

140 イギリスの絵本　下　伝統を受け継いだ作家たち( 絵本の愉しみ３ ) 吉田新一著 朝倉書店 ライブラリアン 10/25

141 子ども文庫の１００年 高橋樹一郎著みすず書房ライブラリアン 11/上

142 ソロモンの白いキツネ ジャッキー・モリス作 木内達朗絵 千葉茂樹訳あすなろ書房児童読み物 10/下

143 くろいの 田中清代作・絵偕成社 児童読み物 10/11

144 雪の花　ロシアのお話 ( 世界のお話傑作選) セルゲイ・コズロフ原作 オリガ・ファジェーエヴァ絵 田中友子文偕成社 児童読み物 10/24

145 ぼくたちのプレゼントはどこ？ リチャード・スキャリー作・絵 木坂涼訳好学社 児童読み物 10/17

146 こすずめとゆき 深山さくら文 黒井健絵佼成出版社児童読み物 10/5

147 うみのとしょかん　ウミウシ はじめてのこい( どうわがいっぱい) 葦原かも作 森田みちよ絵講談社 児童読み物 10/30

148 うわさのようちえん　７つのおはなし　ねこぼうと ふらわあちゃんきたやまようこ著講談社 児童読み物 11/上

149 ぎりぎりの本屋さん ( 文学の扉 ) まはら三桃著 菅野雪虫著 濱野京子著 工藤純子著 廣嶋玲子著講談社 児童読み物 10/23

150 はりねずみのルーチカ　フェリエの国の新しい年( 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 10/16

151 もみじのてがみ きくちちき作・絵小峰書店 児童読み物 10/下

152 風のぼうけん ( 曹文軒絵本シリーズ２) 曹文軒文 アレクサンダル・ゾロティッチ絵 岩谷季久子訳樹立社 児童読み物 10/上

153 さつまいもおくさん もとしたいづみ作 市居みか絵小学館 児童読み物 10/5

154 かあさん、だいすき シャーロット・ゾロトウ文 シャーロット・ヴォーク絵 松井るり子訳徳間書店 児童読み物 10/11

155 だいだいだいすき 石津ちひろ文 たかくわこうじ絵ハッピーオウル社児童読み物 10/中

156 まめつぶこぞう　パトゥフェ ( 世界のむかしばなし) 宇野和美文 ささめやゆき絵ＢＬ出版 児童読み物 10/19

157 ねこのピート　クリスマスをとどけよう エリック・リトウィン作 ジェームス・ディーン絵 大友剛訳ひさかたチャイルド児童読み物 10/24

158 クリスマスだよ、デイビッド！ ( 児童図書館・絵本の部屋) デイビッド・シャノン作 小川仁央訳評論社 児童読み物 10/下

159 ぼくのたび ※ ニューヨーク公共図書館絵本賞・ボローニャ・ラガッツィ賞特別賞受賞作品 みやこしあきこ作・絵ブロンズ新社児童読み物 11/5

160 そらはあおくて シャーロット・ゾロトウ文 杉浦さやか絵 なかがわちひろ訳あすなろ書房児童読み物 10/下
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161 せん スージー・リー作・絵岩波書店 児童読み物 10/11

162 おばあちゃんのおくりもの キャリー・ガラッシュ文 サラ・アクトン絵 菊田まりこ訳ＷＡＶＥ出版児童読み物 10/18

163 メガネくんとハダシくん 二見正直作・絵偕成社 児童読み物 10/24

164 キツネの　はじめてのふゆ ( 翻訳絵本シリーズ) マリオン・ 鈴木出版 児童読み物 10/5

165 クリスマスツリーをかざろう パトリシア・トート文 ジャーヴィス絵 なかがわちひろ訳ＢＬ出版 児童読み物 10/24

166 クリスマスのあかり ( 世界傑作童話シリーズ) レンカ・ロジノフスカー作 出久根育絵 木村有子訳福音館書店児童読み物 10/10

167 そらのかんちゃん、ちていのコロちゃん( 福音館創作童話シリーズ) 東直子作 及川賢治絵福音館書店児童読み物 10/3

168 明日のランチはきみと ( フレーベル館文学の森) サラ・ウィークス作 ギーター・ヴァラダラージャン作 久保陽子訳フレーベル館児童読み物 10/18

169 キラキラッとほしがかがやきました ( 絵本の時間／ティラノサウルスシリーズ) 宮西達也作・絵ポプラ社 児童読み物 10/3

170 クリスマスのおかいもの ルー・ピーコック文 ヘレン・スティーヴンズ絵 小宮由訳ほるぷ出版児童読み物 10/15

171 嘉納治五郎 ( オリンピック・パラリンピックにつくした人々 全６巻１配) 佐野慎輔文 しちみ楼絵小峰書店 児童ノンフィクション10/24

172 クーベルタン ( オリンピック・パラリンピックにつくした人々 全６巻１配) 大野益弘文 小峰書店 児童ノンフィクション10/24

173 こども大百科　もっと大図解 ( 小学館キッズペディア) 小学館編 小学館 児童ノンフィクション11/上

174 世界あちこち、くらし探検（仮） グレッグ・パプロツキ絵 おおつかのりこ訳汐文社 児童ノンフィクション11/上

175 調べる！４７都道府県　伝統工芸で見る日本 こどもくらぶ編同友館 児童ノンフィクション10/19

176 ビジュアル地球探検図鑑　おどろくべき大地の姿とメカニズム田近英一日本語版監修ポプラ社 児童ノンフィクション11/中

177 ふしぎなカビ　オリゼー　千年の物語　 竹内早希子著岩崎書店 児童ノンフィクション10/25

178 天皇と元号の大研究　日本の歴史と伝統を知ろう( 楽しい調べ学習シリーズ) 高森明勅監修ＰＨＰ研究所児童ノンフィクション10/18

179 よくわかる介護の仕事・施設　高齢者・障害者福祉のしくみを知ろう( 楽しい調べ学習シリーズ) 結城康博監修ＰＨＰ研究所児童ノンフィクション10/18

180 アリになった数学者 ( たくさんのふしぎ傑作集) 森田真生文 脇阪克二絵福音館書店児童ノンフィクション10/3

181 世界とつながる　みんなの宗教ずかん( 見る知る考えるずかん) 中村圭志監修ほるぷ出版児童ノンフィクション10/15

182 わたし８歳、職業、家事使用人。 日下部尚徳著合同出版 ヤングアダルト 10/下

183 マレスケの虹 森川成美作 小峰書店 ヤングアダルト 10/下

184 ナイスキャッチ！４ 横沢彰作 スカイエマ絵新日本出版社ヤングアダルト 10/26

185 変化球男子 ( 鈴木出版の児童文学) Ｍ・Ｇ・ヘネシー著 杉田七重訳鈴木出版 ヤングアダルト 10/30

186 黄色の扉は永遠の階　第三の夢の書 ( 全３巻 完結 ) ケルスティン・ギア著 遠山明子訳東京創元社ヤングアダルト 10/19

187 白の王 廣嶋玲子著 東京創元社ヤングアダルト 10/9

188 ノーベル賞受賞者が教える ノーベル賞をとる方法 バリー・マーシャル著 かとうりつこ訳ＷＡＶＥ出版ヤングアダルト 10/上

189 その年、わたしは嘘をおぼえた ※ ２０１７年ニューベリー賞オナー賞ほか受賞作品ローレン・ウォーク著 中井はるの訳 中井川玲子訳さ・え・ら書房ヤングアダルト 10/中

190 １４歳、明日の時間割 鈴木るりか著小学館 ヤングアダルト 10/17

191 ヤング・シャーロック・ホームズ　４　炎の嵐( 全８巻４配 ) アンドリュー・レーン著 西田佳子訳静山社 ヤングアダルト 10/11

192 わたしの町は戦場になった　シリア内戦下を生きた少女の四年間ミリアム・ラウィック著 フィリップ・ロブジョワ著 大林薫訳東京創元社ヤングアダルト 10/19

193 ヴンダーカンマー　ここは魅惑の博物館 樫崎茜作 上路ナオ子絵理論社 ヤングアダルト 10/25


