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1 黄金列車 佐藤亜紀著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/29

2 ８４歳の母さんがぼくに教えてくれた大事なこと。 辻仁成著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/29

3 ひとり旅日和 秋川滝美著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/29

4 怪談飯屋古狸 輪渡颯介著 講談社 日本文芸書 10/15

5 掌篇歳時記　秋冬 西村賢太著/重松清著/町田康著/柴崎友香ほか著講談社 日本文芸書 10/23

6 ロス男 平岡陽明著 講談社 日本文芸書 10/10

7 源匣記（ゲンユウキ）　獲生伝 矢野隆著 講談社 日本文芸書 10/25

8 トリニティ、トリニティ、トリニティ 小林エリカ著 集英社 日本文芸書 10/23

9 芽吹長屋仕合せ帖　日照雨　 志川節子著 新潮社 日本文芸書 10/18

10 ザ・ロイヤルファミリー 早見和真著 新潮社 日本文芸書 10/30

11 殺し屋、続けてます。 石持浅海著 文藝春秋 日本文芸書 10/21

12 スワン 呉勝浩著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/29

13 倒れるときは前のめり　ふたたび 有川ひろ著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/29

14 逃亡小説集 吉田修一著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/2

15 目を見て話せない 似鳥鶏著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 10/29

16 北野武第一短篇集　純、文学 北野武著 河出書房新社 日本文芸書 10/17

17 生命式 村田沙耶香著 河出書房新社 日本文芸書 10/15

18 カエルの小指　ａ　ｍｕｒｄｅｒ　ｏｆ　ｃｒｏｗｓ 道尾秀介著 講談社 日本文芸書 10/23

19 夜　は　お　し　ま　い 島本理生著 講談社 日本文芸書 10/23

20 蝦夷太平記　十三（トサ）の海鳴り 安部龍太郎著 集英社 日本文芸書 10/23

21 みちづれの猫 唯川恵著 集英社 日本文芸書 10/31

22 希望という名のアナログ日記 角田光代著 小学館 日本文芸書 10/30

23 賞金稼ぎスリーサム！ 川瀬七緒著 小学館 日本文芸書 10/28

24 いもうと 赤川次郎著 新潮社 日本文芸書 10/18

25 ショパンゾンビ・コンテスタント 町屋良平著 新潮社 日本文芸書 10/30

26 ツナグ　想い人の心得 辻村深月著 新潮社 日本文芸書 10/18

27 最果ての決闘者 逢坂剛著 中央公論新社 日本文芸書 10/15

28 奔（ハシ）る男　小説　金栗四三 堂場瞬一著 中央公論新社 日本文芸書 10/7

29 彼方のゴールド 大崎梢著 文藝春秋 日本文芸書 10/29

30 潮待ちの宿 伊東潤著 文藝春秋 日本文芸書 10/21

31 巡礼の家 天童荒太著 文藝春秋 日本文芸書 10/1

32 ファーストクラッシュ 山田詠美著 文藝春秋 日本文芸書 10/28

33 べらぼうくん 万城目学著 文藝春秋 日本文芸書 10/9

34 計策師　甲駿相三国同盟異聞 赤神諒著　 朝日新聞出版 日本文芸書 10/3

35 Ｋａｚｅ　ｎｏ　Ｔａｎｂｕｎ　特別ではない一日 西崎憲編 柏書房 日本文芸書 10/24

36 テレビドラマよ永遠に 鯨統一郎著 光文社 日本文芸書 10/21

37 紅子 北原真理著 光文社 日本文芸書 10/21

38 監禁探偵 我孫子武丸著 実業之日本社 日本文芸書 10/16

39 ブラックリスト　警視庁監察ファイル 伊兼源太郎著 実業之日本社 日本文芸書 10/16

40 さんかく 千早茜著 祥伝社 日本文芸書 10/9

41 時空旅行者の砂時計 ※ 第29回鮎川哲也賞受賞作品方丈貴恵著 東京創元社 日本文芸書 10/9

42 戦争獣戦争 ( 創元日本ＳＦ叢書 ) 山田正紀著 東京創元社 日本文芸書 10/28

43 沈黙の目撃者 西澤保彦著 徳間書店 日本文芸書 10/30

44 ゆゆのつづき 高楼方子著 理論社 日本文芸書 10/16

45 小箱の番人 小川洋子著 朝日新聞出版 日本文芸書 10/16

46 女たちの時代 横関大著 幻冬舎 日本文芸書 10/8

47 祝祭と予感 恩田陸著 幻冬舎 日本文芸書 10/1

48 どうしても生きてる 朝井リョウ著 幻冬舎 日本文芸書 10/8
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49 神を喰らう者たち　悪の華 　完結編 新堂冬樹著 光文社 日本文芸書 10/21

50 サンズイ 笹本稜平著 光文社 日本文芸書 10/21

51 夏服を着た恋人たち　マイ・ディア・ポリスマン 小路幸也著 祥伝社 日本文芸書 10/9

52 人を乞う あさのあつこ著 祥伝社 日本文芸書 10/9

53 通夜女 （ツヤメ） 大山淳子著 徳間書店 日本文芸書 10/30

54 風神雷神　Ｊｕｐｐｉｔｅｒ，Ａｅｏｌｕｓ　上 原田マハ著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 10/29

55 風神雷神　Ｊｕｐｐｉｔｅｒ，Ａｅｏｌｕｓ　下 原田マハ著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 10/29

56 新蔵唐行き 志水辰夫著 双葉社 日本文芸書 10/15

57 背中の蜘蛛 誉田哲也著 双葉社 日本文芸書 10/15

58 ライオンのおやつ 小川糸著 ポプラ社 日本文芸書 10/7

59 人間 又吉直樹著 毎日新聞出版 日本文芸書 10/3

60 ヒア・アイ・アム ジョナサン・サフラン・フォア著/近藤隆文訳ＮＨＫ出版 外国文芸書 10/24

61 どこか、安心できる場所で　新しいイタリアの文学 関口英子編/橋本勝雄編国書刊行会 外国文芸書 10/28

62 雪が白いとき、かつそのときに限り ( 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 10/3

63 ７４歳の日記 メイ・サートン著/幾島幸子訳みすず書房 外国文芸書 10/17

64 オーバーストーリー ※ ピュリッツァー賞フィクション部門受賞作品リチャード・パワーズ著/木原善彦訳新潮社 外国文芸書 10/30

65 赤い髪の女 オルハン・パムク著/宮下遼訳早川書房 外国文芸書 10/17

66 翡翠城市 ※ 新☆ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ／世界幻想文学大賞長篇部門受賞作品フォンダ・リー著/大谷真弓訳早川書房 外国文芸書 10/17

67 カッティング・エッジ ( 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 10/8

68 おかずがいらない　ごっついスープ きじまりゅうた著 家の光協会 くらしの実用書 10/11

69 からだが温まる　とろみのレシピ 吉澤まゆ著 池田書店 くらしの実用書 10/16

70 ＤＩＹでコーヒーを楽しむ本 ドゥーパ！編集部編 学研プラス くらしの実用書 10/3

71 バターは調味料。ほんの少し使うだけでおいしくなる 上田淳子著 グラフィック社 くらしの実用書 10/4

72 世界一おいしいせん切りキャベツの作り方　料理は切り方が９割( 講談社のお料理ＢＯＯＫ) 川上文代著 講談社 くらしの実用書 10/16

73 日本一の片づけヘルパーが教える　親の健康を守る実家の片づけおたすけＢＯＯＫ永井美穂著 大和書房 くらしの実用書 10/17

74 肉・魚・加工食品保存のアイデア帖 島本美由紀著 パイインターナショナルくらしの実用書 10/17

75 卵、牛乳、バターを使わないのに、驚くほどおいしい　しぜんなおかし今井ようこ著 ＮＨＫ出版 くらしの実用書 10/16

76 枝元なほみの今夜はおでん 枝元なほみ著 技術評論社 くらしの実用書 10/25

77 基本調味料で作る鍋 市瀬悦子著 主婦と生活社 くらしの実用書 10/16

78 「お繕い」で服を育てる。 堀内春美著 主婦の友社 くらしの実用書 10/30

79 福を招く　干支のお針仕事 日本ヴォーグ社 くらしの実用書 10/29

80 業界別！ＡＩ活用地図　８業界３５業種の導入事例が一目でわかる本橋洋介著 翔泳社 ビジネス・くらしの経済11/6

81 これ一冊でわかる！　介護の現場と業界のしくみ 高山善文著 ナツメ社 ビジネス・くらしの経済10/10

82 知識ゼロでも自分でできる！　個人事業の経理と節税 大沢育郎著 ナツメ社 ビジネス・くらしの経済10/15

83 総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本 宮武貴美著 日本実業出版社 ビジネス・くらしの経済10/18

84 「労務管理」の実務がまるごとわかる本 望月建吾著/成澤紀美著/蒲島竜也著/杉山晃浩著/堀下和紀著/成澤紀美日本実業出版社 ビジネス・くらしの経済10/17

85 絵でみてわかる伝統建築の図鑑 斉藤武行監・著 秀和システム すまい・住宅・建築10/31

86 トコトンやさしい建築材料の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 大垣賀津雄著/大塚秀三著 日刊工業新聞社 すまい・住宅・建築10/17

87 皮膚科専門医が見た！　ざんねんなスキンケア「おしい」肌ケアを皮膚科学目線で「効果」に！　　　　　　 安部正敏著 学研プラス 健康と家庭の医学10/21

88 ＮＨＫきょうの健康　筋肉・肌・目・耳の「若返り」健康法（仮）「きょうの健康」番組制作班編/主婦と生活社ライフ・プラス編集部編 主婦と生活社 健康と家庭の医学10/16

89 乳がん治療をのりきる生活・食事・お金 山内英子監修/蒲池桂子監修主婦の友社 健康と家庭の医学10/9

90 国立がん研究センターの正しいがん検診 中山富雄著 小学館 健康と家庭の医学10/28

91 スマホをおいて、ぼくをハグして！ ＜発達障害＞気持ちが伝わる“かわいがる”子育て     司馬理英子著 主婦の友社 教育と福祉 10/7

92 認知症の人と一緒に作るアルバム自分史　症状が緩和され笑顔が戻る魔法のケア                 山本由子著/北林陽児著翔泳社 教育と福祉 10/11

93 Ｑ＆Ａでわかる　子どものネット依存とゲーム障害 樋口進著 少年写真新聞社 教育と福祉 10/9

94 いっぺんに作る赤ちゃんと大人のごはん 中田馨著 誠文堂新光社 教育と福祉 10/15

95 「絆」を築くケア技法　ユマニチュード　人のケアから関係性のケアへ大島寿美子著/イヴ・ジネスト監修/本田美和子監修 誠文堂新光社 教育と福祉 10/2

96 赤ちゃん主導の離乳食（ＢＬＷ）入門 ジル・ラプレイ著/トレーシー・マーケット著/築地誠子訳原書房 教育と福祉 11/中
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97 指定管理者制度　問題解決ハンドブック 宮脇淳編著/井口寛司著/若生幸也著東洋経済新報社 くらしの法律 10/17

98 離婚すると決めたら読む本　財産分与や戸籍・親権の解決策がきちんとわかる　　　 ベリーベスト法律事務所著日本実業出版社 くらしの法律 10/9

99 「国名」の正体（仮） 藤井青銅著 柏書房 歴史と紀行 11/8

100 ＷＯＭＥＮ　女性たちの世界史大図鑑 ルーシー・ワーズリー序文/ホーリー・ハールバートほか監修 河出書房新社 歴史と紀行 11/8

101 独裁者はこんな本を書いていた　上 ダニエル・カルダー著/黒木章人訳原書房 歴史と紀行 10/18

102 独裁者はこんな本を書いていた　下 ダニエル・カルダー著/黒木章人訳原書房 歴史と紀行 10/18

103 古典の裏 松村瞳（文ＬＡＢＯ）著 笠間書院 日本の文化 10/4

104 光源氏と女君たち　十人十色の終活 石村きみ子著 国書刊行会 日本の文化 10/

105 ようかん 虎屋文庫著 新潮社 日本の文化 10/30

106 「コミックス」のメディア史　モノとしての戦後マンガとその行方山森宙史著 青弓社 日本の文化 10/17

107 種類と特徴がひと目でわかる 香木のきほん図鑑　 山田英夫著 世界文化社 日本の文化 10/18

108 【図説】紋章学事典 スティーヴン・スレイター著/朝治啓三監訳創元社 世界の文化 10/上

109 大豆と人間の歴史　満州帝国・マーガリン・熱帯雨林破壊から遺伝子組み換えまで　　 クリスティン・デュボワ著/和田佐規子著築地書館 世界の文化 10/21

110 トマトの歴史 ( 「食」の図書館 ) クラリッサ・ハイマン著/道本美穂訳原書房 世界の文化 10/18

111 中国くいしんぼう辞典 崔岱遠著/李楊樺画/川浩二訳みすず書房 世界の文化 10/16

112 地図で見るブラジルハンドブック オリヴィエ・ダベーヌ著/フレデリック・ルオー著/中原毅志訳原書房 現代社会 11/中

113 核軍縮の現代史　北朝鮮・ウクライナ・イラン 瀬川高央著 吉川弘文館 現代社会 10/24

114 災害から命を守る 「逃げ地図」づくり 逃げ地図づくりプロジェクトチーム編著ぎょうせい 現代社会 10/下

115 だれひとり置き去りにしない！　世界の子どもの権利をまもる３０の方法国際子ども権利センター編/甲斐田万智子編合同出版 現代社会 10/18

116 いのちは輝く　わが子の障害を受け入れるとき 松永正訓著 中央公論新社 現代社会 10/7

117 危機と人類　上 ジャレド・ダイアモンド著/小川敏子訳/川上純子訳日本経済新聞出版社現代社会 10/25

118 危機と人類　下 ジャレド・ダイアモンド著/小川敏子訳/川上純子訳日本経済新聞出版社現代社会 10/25

119 ２０５０年のメディア 下山進著 文藝春秋 現代社会 10/23

120 誰が科学を殺すのか　科学技術立国「崩壊」の衝撃 毎日新聞「幻の科学技術立国」取材班著毎日新聞出版 現代社会 10/24

121 新しいタンパク質の教科書　健康な心と体をつくる栄養の基本 上西一弘監修 池田書店 サイエンス 10/21

122 美味しい進化　食べ物と人類はどう進化してきたか ジョナサン・シルバータウン著/熊井ひろ美訳合同出版 サイエンス 10/下

123 気象ブックス　台風予測の最前線 中澤哲夫著 成山堂書店 サイエンス 10/下

124 鉱物語り　エピソードで読むきれいな石の本 藤浦淳著 創元社 サイエンス 10/15

125 黄金比　秘められた数の不思議 ゲイリー・Ｂ・マイスナー著/赤尾秀子訳創元社 サイエンス 10/15

126 正解は一つじゃない　子育てする動物たち 長谷川眞理子監修/齋藤慈子編/平石界編/久世濃子編東京大学出版会 サイエンス 10/25

127 エネルギーの愉快な発明史 セドリック・カルル監修/トマス・オルティス監修/エリック・デュセール監修/岩澤雅利訳 河出書房新社 テクノロジー 10/10

128 イノベーターズ１　天才、ハッカー、ギークがおりなすデジタル革命史ウォルター・アイザックソン著/井口耕二訳講談社 テクノロジー 10/8

129 イノベーターズ２　天才、ハッカー、ギークがおりなすデジタル革命史ウォルター・アイザックソン著/井口耕二訳講談社 テクノロジー 10/8

130 はじめてでもよくわかる！図面の読み方 飯島晃良著/コンデックス情報研究所編成美堂出版 テクノロジー 10/30

131 スピーカー技術の１００年　２　広帯域再生への挑戦　オーディオの歴史をスピーカーから俯瞰する　　　　　　　　 佐伯多門著 誠文堂新光社 テクノロジー 10/4

132 トコトンやさしい金属材料の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 吉村泰治著 日刊工業新聞社 テクノロジー 10/30

133 アスリートは歳をとるほど強くなる　 パフォーマンスのピークに関する最新科学            ジェフ・ベルコビッチ著/船越隆子訳草思社 芸術・スポーツ 10/9

134 水墨画はがき絵　四季の草花　風物と十二支 塩澤玉聖著 日貿出版社 芸術・スポーツ 10/4

135 水彩絵「人物描写」上達のコツ ぬくもりと質感をリアルに再現( コツがわかる本 ) 柴﨑博子監修 メイツ出版 芸術・スポーツ 11/2

136 子どもの心を動かす読み聞かせの本とは　解説＆ブックガイド４００岡崎一実編/野口武悟編 紀伊國屋書店（発売）／日外アソシエーツ（発行）ライブラリアン 10/17

137 学校司書研修ガイドブック　現場で役立つ２３のプログラム 学校図書館まなびの会著玉川大学出版部 ライブラリアン 10/7

138 本の索引の作り方 藤田節子著 地人書館 ライブラリアン 10/18

139 平成出版データブック　『出版年鑑』から読む３０年史 能勢仁著 ミネルヴァ書房 ライブラリアン 10/17

140 なんでもモッテルさん 竹下文子文/アヤ井アキコ絵あかね書房 児童読み物 10/下

141 アドリブ 佐藤まどか著 あすなろ書房 児童読み物 10/下

142 かべのすきま 中西翠文/澤野秋文絵アリス館 児童読み物 10/11

143 またね、かならず ( 物語の王国 ) 草野たき作/おとないちあき絵岩崎書店 児童読み物 10/15

144 わたし　ねこが　かいたいの ミシェル・ロビンソン文/チンルン・リー絵/三原泉訳岩崎書店 児童読み物 10/9
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145 きみひろくん いとうみく作/中田いくみ絵くもん出版 児童読み物 10/23

146 ねこのオーランドー　よるのおでかけ キャスリーン・ヘイル作/小宮由訳好学社 児童読み物 10/22

147 まちがいまちにようこそ 斉藤倫作/うきまる作/及川賢治絵小峰書店 児童読み物 10/下

148 この海を越えれば、わたしは ※ ２０１８年スコット・オデール賞受賞作品ローレン・ウォーク著/中井はるの訳/中井川玲子訳さ・え・ら書房 児童読み物 10/25

149 せかいいちしあわせな クマのぬいぐるみ サム・マクブラットニィ文/サム・アッシャー絵/吉上恭太訳徳間書店 児童読み物 10/8

150 ノラネコぐんだん　カレーライス 工藤ノリコ作 白泉社 児童読み物 11/5

151 クレンショーがあらわれて ( フレーベル館文学の森) キャサリン・アップルゲイト作/こだまともこ訳/まめふく絵フレーベル館 児童読み物 10/2

152 ながーい５ふん　みじかい５ふん リズ･ガートン･スキャンロン文/オードリー･ヴァーニック文/オリヴィエ･タレック絵/木坂涼訳光村教育図書 児童読み物 10/31

153 リュックをしょって 村上康成作・絵 絵本塾出版 児童読み物 10/25

154 くいし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 10/24

155 あめふりぼうず ( こどものくに傑作絵本) せなけいこ作・絵 金の星社 児童読み物 10/上

156 あした、また学校で ( 文学の扉 ) 工藤純子著 講談社 児童読み物 10/29

157 今、空に翼広げて 山本悦子著 講談社 児童読み物 10/16

158 かがみとチコリ ( 講談社の創作絵本 ) 角野栄子作/及川賢治絵講談社 児童読み物 10/21

159 しあわせなハリネズミ 藤野恵美著/小沢さかえ絵講談社 児童読み物 10/16

160 髑髏（シャレコウベ）の手まり歌 ( 鬼遊びシリーズ全４巻３配) 廣嶋玲子作/おとないちあき絵小峰書店 児童読み物 10/中

161 おおゆき ( ひまわりえほんシリーズ) 最上一平作/加藤休ミ絵鈴木出版 児童読み物 10/16

162 未来への記憶　図書館のふしぎな時間 福本友美子作/たしろちさと画玉川大学出版部 児童読み物 10/15

163 きらい　きらい！ ( 童心社のおはなしえほん) 武田美穂作・絵 童心社 児童読み物 10/10

164 「へてか　へねかめ」おふろでね ( 童心社のおはなしえほん) 宮川ひろ作/ましませつこ絵童心社 児童読み物 10/18

165 ムーミントロールと金のはっぱ ( ムーミンのおはなしえほん) トーベ・ヤンソン原作・絵/ラルス・ヤンソン原作・絵/当麻ゆか訳徳間書店 児童読み物 10/9

166 やさいのがっこう　キャベツくん　おはなになる？( ＭＯＥのえほん ) なかやみわ作 白泉社 児童読み物 10/1

167 フォックスさんのにわ ( 児童図書館・絵本の部屋 ) ブライアン・リーズ作/せなあいこ訳評論社 児童読み物 10/30

168 やぎのグッドウィン ( 世界傑作絵本シリーズ) ドン・フリーマン作/こみやゆう訳福音館書店 児童読み物 10/9

169 大人になったら行ってみたい！世界のふしぎな風景図鑑 パイインターナショナル児童ノンフィクション10/10

170 自分を守る！食べもののそなえとじゅんび( 「もしも」のときに役に立つ！　防災クッキング３　全３巻２配) 今泉マユ子著 フレーベル館 児童ノンフィクション10/24

171 近現代　（明治時代～現代） ( ビジュアル日本の住まいの歴史４　全４巻２配) 小泉和子監修/家具道具室内史学会著ゆまに書房 児童ノンフィクション10/29

172 子ども教養図鑑　世の中のしくみ 小学校社会科授業づくり研究会著誠文堂新光社 児童ノンフィクション10/2

173 科学でささえるオリンピック図鑑（仮）１　施設ー屋外・屋内( 全３巻 ) スポーツデザイン研究所編汐文社 児童ノンフィクション11/上

174 食品ロスの大研究　なぜ多い？どうすれば減らせる？( 楽しい調べ学習シリーズ) 井出留美監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション10/29

175 わきだせ！いのちの水 フレーベル館ノンフィクション２たけたにちほみ著 フレーベル館 児童ノンフィクション10/2

176 南河国物語　暴走少女、国をすくう？の巻 濱野京子著/ｍｉｎｏｒｕ絵静山社 ヤングアダルト 10/11

177 目覚めの森の美女　森と水の１４の物語 ※ ＣＢＩ最優秀児童文学賞・アイルランド文学賞ホワイト・レイヴン賞受賞作品ディアドラ・サリヴァン著/田中亜希子訳東京創元社 ヤングアダルト 10/28

178 湖の国 柏葉幸子作/佐竹美保絵講談社 ヤングアダルト 10/15

179 となりの難民　日本が認めない99％の外国人たちのＳＯＳ 織田朝日監修 旬報社 ヤングアダルト 10/25

180 太陽はひとりぼっち 鈴木るりか著 小学館 ヤングアダルト 10/15

181 フラミンゴボーイ マイケル・モーパーゴ著/杉田七重訳小学館 ヤングアダルト 10/18

182 戦場の秘密図書館　シリアに残された希望 マイク・トムソン著/小国綾子訳文溪堂 ヤングアダルト 11/上

183 １３歳からの身になる「読書術」　探し方・読み方がわかる本　　　　　　　　　　　　　　今こそ読みたい＆教科にも役立つ200冊大居雄一監修 メイツ出版 ヤングアダルト 10/30


