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1 毒蛇　義昭と光秀 吉川永青著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 11月27日

2 老警 古野まほろ著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 11月26日

3 最後の楽園　服部まゆみ全短編集 服部まゆみ著 河出書房新社 日本文芸書 11月18日

4 ミッドナイツ　狂騒の八〇年代作品集成 山口雅也著 講談社 日本文芸書 11月26日

5 着物憑き 加門七海著 集英社 日本文芸書 11月22日

6 チンギス紀　６　断金 北方謙三著 集英社 日本文芸書 11月22日

7 遠の眠りの 谷崎由依著 集英社 日本文芸書 12月3日

8 後家殺し 山本一力著 小学館 日本文芸書 11月25日

9 四角い光の連なりが 越谷オサム著 新潮社 日本文芸書 11月20日

10 我は景祐（カゲスケ） 熊谷達也著 新潮社 日本文芸書 11月27日

11 武田百合子対談集 武田百合子著 中央公論新社 日本文芸書 11月18日

12 音に聞く 高尾長良著 文藝春秋 日本文芸書 11月18日

13 グランドシャトー 高殿円著 文藝春秋 日本文芸書 11月12日

14 荒城に白百合ありて 須賀しのぶ著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 11月19日

15 勿忘草（ワスレナグサ）の咲く町で　安曇野診療記 夏川草介著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ日本文芸書 11月26日

16 改良 第５６回文藝賞受賞作品遠野遥著 河出書房新社 日本文芸書 11月12日

17 かか 第５６回文藝賞受賞作品宇佐見りん著 河出書房新社 日本文芸書 11月12日

18 世界が僕らを嫌っても 片山恭一著 河出書房新社 日本文芸書 11月18日

19 犯人は、あなたです 新堂冬樹著 河出書房新社 日本文芸書 11月20日

20 約束された移動 小川洋子著 河出書房新社 日本文芸書 11月6日

21 大天使はミモザの香り 高野史緒著 講談社 日本文芸書 11月18日

22 沃野の刑事 堂場瞬一著 講談社 日本文芸書 11月18日

23 キッドの運命 中島京子著 集英社 日本文芸書 12月3日

24 地面師たち 新庄耕著 集英社 日本文芸書 12月3日

25 桃源 黒川博行著 集英社 日本文芸書 11月22日

26 人面瘡探偵 中山七里著 小学館 日本文芸書 11月13日

27 タスキメシ　箱根 額賀澪著 小学館 日本文芸書 11月1日

28 あたしたち、海へ 井上荒野著 新潮社 日本文芸書 11月27日

29 せき越えぬ 西條奈加著 新潮社 日本文芸書 11月20日

30 歩道橋シネマ 恩田陸著 新潮社 日本文芸書 11月20日

31 お鳥見女房　別れの季節　 諸田玲子著 新潮社 日本文芸書 11月27日

32 小さな場所 東山彰良著 文藝春秋 日本文芸書 11月12日

33 本意に非ず 上田秀人著 文藝春秋 日本文芸書 11月7日

34 魔法使いと最後の事件 ( 魔法使いマリィシリーズ最終巻) 東川篤哉著 文藝春秋 日本文芸書 11月26日

35 わが殿　上 畠中恵著 文藝春秋 日本文芸書 11月25日

36 わが殿　下 畠中恵著 文藝春秋 日本文芸書 11月25日

37 レームダックの村 神林長平著 朝日新聞出版 日本文芸書 11月5日

38 しらふで生きる　大酒飲みの決断 町田康著 幻冬舎 日本文芸書 11月5日

39 信長、天が誅する 天野純希著 幻冬舎 日本文芸書 11月25日

40 死刑囚メグミ 石井光太著 光文社 日本文芸書 11月18日

41 三つのアリバイ　女子大生・桜川東子の推理 鯨統一郎著 光文社 日本文芸書 11月18日

42 うたかた姫 原宏一著 祥伝社 日本文芸書 11月10日

43 イヴの末裔たちの明日　松崎有理短編集 ( 創元日本ＳＦ叢書 ) 松崎有理著 東京創元社 日本文芸書 11月27日

44 ノッキンオン・ロックドドア　２ 青崎有吾著 徳間書店 日本文芸書 11月21日

45 アンチ整理術 森博嗣著 日本実業出版社 日本文芸書 11月7日

46 それ以上でも、それ以下でもない 第９回アガサ・クリスティー賞受賞作品折輝真透著 早川書房 日本文芸書 11月19日

47 月の落とし子 第９回アガサ・クリスティー賞受賞作品穂波了著 早川書房 日本文芸書 11月19日

48 卒業タイムリミット 辻堂ゆめ著 双葉社 日本文芸書 11月19日
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49 私に似ていない彼女 加藤千恵著 ポプラ社 日本文芸書 11月12日

50 アンタッチャブル２　殺しの許可証（ライセンス） 馳星周著 毎日新聞出版 日本文芸書 11月20日

51 グッドバイ 朝井まかて著 朝日新聞出版 日本文芸書 11月5日

52 星と龍 葉室麟著 朝日新聞出版 日本文芸書 11月5日

53 信長、天を堕とす 木下昌輝著 幻冬舎 日本文芸書 11月25日

54 新宿鮫１１　暗約領域　 大沢在昌著 光文社 日本文芸書 11月18日

55 サイレント・ブルー 樋口明雄著 光文社 日本文芸書 11月18日

56 まち 小野寺史宜著 祥伝社 日本文芸書 11月10日

57 能楽ものがたり　稚児桜（仮） 澤田瞳子著 淡交社 日本文芸書 12月3日

58 変半身（カワリミ） 村田沙耶香著 筑摩書房 日本文芸書 11月27日

59 できない相談　ｐｉｅｃｅ　ｏｆ　ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ 森絵都著 筑摩書房 日本文芸書 12月9日

60 坂の上の赤い屋根 真梨幸子著 徳間書店 日本文芸書 11月21日

61 ブルーブラッド（仮） 藤田宜永著 徳間書店 日本文芸書 11月21日

62 自由は死せず 門井慶喜著 双葉社 日本文芸書 11月19日

63 間宵（マヨイ）の母 歌野晶午著 双葉社 日本文芸書 11月19日

64 靴ひも ( 新潮クレスト・ブックス) ドメニコ・スタルノーネ著/関口英子訳新潮社 外国文芸書 11月27日

65 短篇集　ダブル　サイドＡ パク・ミンギュ著/斎藤真理子訳筑摩書房 外国文芸書 11月28日

66 短篇集　ダブル　サイドＢ パク・ミンギュ著/斎藤真理子訳筑摩書房 外国文芸書 11月28日

67 おちび エドワード・ケアリー著/古屋美登里訳東京創元社 外国文芸書 11月27日

68 熊の皮 ※ ハヤカワ・ミステリ／２０１９年エドガー賞最優秀新人賞受賞作品ジェイムズ・Ａ・マクラフリン著/青木千鶴訳早川書房 外国文芸書 11月5日

69 十二月の十日 ジョージ・ソーンダーズ著/岸本佐知子訳河出書房新社 外国文芸書 11月25日

70 がんばらない料理　続けられるから、からだもうれしい。 たなかれいこ著 家の光協会 くらしの実用書 11月13日

71 お家でつくる至福の中国料理 黒田弘著 主婦の友社 くらしの実用書 11月20日

72 世界のスープ図鑑　独自の組み合わせが楽しいご当地レシピ３１７佐藤政人著 誠文堂新光社 くらしの実用書 11月1日

73 ２回被災したレスキューナースが教える　身近なもので命を守る防災術辻直美著 扶桑社 くらしの実用書 11月20日

74 いくつになってもこのコといっしょ　イヌじまい　ネコじまい 德田竜之介著 小学館 くらしの実用書 11月13日

75 おせちと一緒に作りたい　お正月のもてなし料理 上島亜紀著 成美堂出版 くらしの実用書 2019/11/上

76 丸鶏レシピ　うまみを丸ごといただきます コウ静子著 誠文堂新光社 くらしの実用書 11月11日

77 「おにぎり協会」公認　おにぎり読本 おにぎり協会監修/尾田衣子料理監修辰巳出版 くらしの実用書 11月26日

78 いちばんやさしいキャッシュレス決済の教本　人気講師が教える新たな経済圏のビジネス　　　　　　　　　　人気講師が教える新たな経済圏のビジネス川野祐司著 インプレス ビジネス・くらしの経済12月1日

79 「知ったかぶり」を解消する！　ビジネス用語図鑑 マイストリート編/佐々木常夫監修ＷＡＶＥ出版 ビジネス・くらしの経済12月4日

80 ビジネスエリートが実践している　異文化理解の全テクニック 齋藤隆次著 ＫＡＤＯＫＡＷＡビジネス・くらしの経済11月28日

81 印刷・紙づくりを支えてきた３３人の名工の肖像 雪朱里編著 グラフィック社 ビジネス・くらしの経済12月1日

82 超高齢社会の「困った」を減らす　課題解決ビジネスの作り方 斉藤徹著 翔泳社 ビジネス・くらしの経済11月13日

83 話しベタさんでも伝わるプレゼン人見知り、心配性、アドリブが苦手な人でも堂々と発表できる！　　　　　人見知り、心配性、アドリブが苦手な人でも堂々と発表できる！清水久三子著 翔泳社 ビジネス・くらしの経済12月4日

84 Ｑ＆Ａでわかる　地価公示の見方・活かし方 日本不動産鑑定士協会連合会編中央経済社 ビジネス・くらしの経済11月6日

85 世界「倒産」図鑑　波乱万丈２５社でわかる失敗の理由 荒木博行著 日経ＢＰマーケティングビジネス・くらしの経済11月20日

86 日本の建築家　解剖図鑑 エクスナレッジ すまい・住宅・建築12月上旬

87 庭遊びの達人が教える　野外ＤＩＹ実践術 脇野修平著 学研プラス すまい・住宅・建築 11月26日

88 鉢植えで育てやすい　花木・実もの・きれいな葉 船越亮二著 主婦の友社 すまい・住宅・建築 11月7日

89 小林國雄の イチから教える盆栽 小林國雄著 西東社 すまい・住宅・建築 11月25日

90 キヨミさんのシニアの庭あそびアイデア　無理しないでとことん愉しむ！長澤淨美著 農山漁村文化協会すまい・住宅・建築 12月2日

91 にっぽん建築散歩 小林泰彦著 山と溪谷社 すまい・住宅・建築 11月12日

92 ＣＯＰＤのことがよくわかる本　長引くせき、たん、息切れで悩む人に( 健康ライブラリーイラスト版) 桂秀樹監修 講談社 健康と家庭の医学 11月19日

93 川崎病　増え続ける謎の小児疾患 三浦大著 弘文堂 健康と家庭の医学 11月1日

94 職場のストレスに振り回されない方法 森下克也著 ＣＣＣメディアハウス健康と家庭の医学 12月2日

95 前立腺がん治療をのりきる生活・食事・お金 赤倉功一郎監修/蒲池桂子監修主婦の友社 健康と家庭の医学 11月11日

96 ギャンブル依存症　当事者から学ぶその真実 吉岡隆編著 中央法規出版 健康と家庭の医学 11月19日
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97 脊柱管狭窄症　腰の名医２０人への１５０の質問でわかる最高の治し方大全　 北原雅樹著/加茂淳著/住田憲是著/木村裕明ほか著文響社 健康と家庭の医学 11月5日

98 第二の認知症　レビー小体型認知症がわかる本 川畑信也著 法研 健康と家庭の医学 11月14日

99 図解で早わかり　共生型サービスにも対応！　介護保険・障害者福祉のしくみ                    介護保険・障害者福祉のしくみ若林美佳監修 三修社 教育と福祉 11月21日

100 認知症の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 11月7日

101 中学受験する親が知っておきたい 「教育虐待」の話 日経ＤＵＡＬ編集部著日経ＢＰマーケティング教育と福祉 11月20日

102 親を大切に考える子世代のための　老人ホームのお金と探し方 小嶋勝利編著 日経ＢＰマーケティング教育と福祉 11月22日

103 高齢者に喜ばれる「マジック」レクリエーション現場で使える手品ネタ＆実演のコツ　                          現場で使える手品ネタ＆実演のコツ沢しんや監修 メイツ出版 教育と福祉 11月28日

104 親子で！おうちで！さくっとできる！　超簡単　声まね・音まねあそび井上明美著 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教育と福祉 11月15日

105 実践‼　秘密保持契約書審査の実務 出澤総合法律事務所編学陽書房 くらしの法律 11月29日

106 Ｑ＆Ａ　改正民事執行法のポイント 東京弁護士会法友会編ぎょうせい くらしの法律 12月中旬

107 すぐに役立つ　図解とＱ＆Ａでわかる最新　特定商取引法と消費者取引の法律問題トラブル解決法最新　特定商取引法と消費者取引の法律問題トラブル解決法森公任監修/森元みのり監修三修社 くらしの法律 11月21日

108 一冊でわかるドイツ史 ( 世界と日本がわかる 国ぐにの歴史) 関眞興著 河出書房新社 歴史と紀行 11月19日

109 駅の子　語り始めた戦災孤児 ＮＨＫスペシャル取材班著幻冬舎 歴史と紀行 12月1日

110 日中関係史　１５００年の交流から読むアジアの歴史 エズラ・Ｆ・ 日本経済新聞出版社歴史と紀行 12月1日

111 東ドイツ史１９４５－１９９０ ウルリヒ・メー 白水社 歴史と紀行 11月25日

112 スペイン通史 ( シリーズ　コンパクトヒストリア) 川成洋著 丸善出版 歴史と紀行 11月29日

113 しめ飾り　造形とその技法 鈴木安一郎著/ 誠文堂新光社 日本の文化 11月8日

114 ４７都道府県・民話百科 花部英雄編/小堀光夫編丸善出版 日本の文化 11月29日

115 食用花の歴史 ( 「食」の図書館 ) コンスタンス・ 原書房 世界の文化 11月19日

116 イラストで見る世界の食材誌百科 ジャン＝リュッ 原書房 世界の文化 12月10日

117 凍りついた瞳（メ）２０２０　虐待死をゼロにするための６つの考察と３つの物語　　　　虐待死をゼロにするための６つの考察と３つの物語椎名篤子著 集英社 現代社会 11月22日

118 聖なるズー 第１７回開高健ノンフィクション賞受賞作品濱野ちひろ著 集英社 現代社会 11月22日

119 荒廃する日本　これでいいのかジャパン・インフラ インフラ再生研究会著/日経コンストラクション編日経ＢＰマーケティング現代社会 11月22日

120 緑のダムが決壊した 虫明巧臣監修/太田猛彦監修日経ＢＰマーケティング現代社会 12月4日

121 地域引力を生み出す　観光ブランドの教科書 岩崎邦彦著 日本経済新聞出版社現代社会 11月6日

122 文藝春秋オピニオン２０２０年の論点１００( 文春ムック ) 文藝春秋 現代社会 11月2日

123 パレスチナで生きる 渡邊丘著 朝日新聞出版 現代社会 11月20日

124 ２１　Ｌｅｓｓｏｎｓ　２１世紀の人類のための２１の思考 ユヴァル・ノ 河出書房新社 現代社会 11月18日

125 ６０分でわかる！　ＳＤＧｓ　超入門 バウンド著/佐藤寛監修/功能聡子監修技術評論社 現代社会 11月14日

126 司法通訳人という仕事　知られざる現場 小林裕子著 慶應義塾大学出版会現代社会 11月7日

127 ８０５０問題　中高年ひきこもり、７つの家族の再生物語 黒川祥子著 集英社 現代社会 11月22日

128 サイバーセキュリティ　組織を脅威から守る戦略・人材・インテリジェンス松原実穂子著 新潮社 現代社会 11月20日

129 データの世紀 日本経済新聞データエコノミー取材班編日本経済新聞出版社現代社会 11月14日

130 ８０種の樹木で世界をめぐる旅 ジョナサン・ドローリ著/三枝小夜子訳柏書房 サイエンス 11月22日

131 世界の起源　人類を決定づけた地球の歴史 ルイス・ダートネル著/東郷えりか訳河出書房新社 サイエンス 11月12日

132 サンゴ礁が消える？　大規模白化という警鐘（仮） 中村崇編著/山城秀之編著成山堂書店 サイエンス 11月下旬

133 トコトンやさしいシリコーンの本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 池野正行監修/信越化学工業編著日刊工業新聞社 テクノロジー 11月15日

134 パラスポーツ・ボランティア入門　共生社会を実現するために 松尾哲矢編/平田竹男編旬報社 芸術・スポーツ 11月25日

135 もっと知りたい浮世絵 田辺昌子著 東京美術 芸術・スポーツ 11月29日

136 現代感覚で描く　水墨画の教科書（仮） 久山一枝編著/ 日貿出版社 芸術・スポーツ 11月15日

137 やさしくたのしくおぼえる！　楽譜の読み方 森真奈美著 日東書院本社 芸術・スポーツ 11月15日

138 見るだけでうまくなる！　バドミントンの基礎( 目で学ぶシリーズ ) 大束忠司著 ベースボール・マガジン社芸術・スポーツ 11月8日

139 六古窯を訪ねる　瀬戸・常滑・越前・信楽・丹波・備前( 別冊太陽　日本のこころ) 森孝一監修/藤森武写真平凡社 芸術・スポーツ 11月上旬

140 太極拳で １００歳まで、健やかに美しく生きる 楊慧著 山と溪谷社 芸術・スポーツ 11月15日

141 パワーアップ吹奏楽！　楽器のメンテナンス 鷲見精一監修 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芸術・スポーツ 11月15日

142 日本の絵本　昭和期の作家たち ( 絵本の愉しみ４　全４巻完結) 吉田新一著 朝倉書店 ライブラリアン 11月25日

143 炎の中の図書館 スーザン・オーリアン著/羽田詩津子訳早川書房 ライブラリアン 11月19日

144 茨木のり子 ( 別冊太陽　日本のこころ) 別冊太陽編集部編平凡社 ライブラリアン 11月26日
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145 これからの図書館 谷一文子著 平凡社 ライブラリアン 11月15日

146 魔法のたいこと金の針 ( 読書の時間 ) 茂市久美子作/こみねゆら絵あかね書房 児童読み物 11月下旬

147 こころのいと　つながってるよ パトリス・カー 岩崎書店 児童読み物 11月13日

148 うちの弟，どうしたらいい？ エリナー・クライマー作/小宮由訳岩波書店 児童読み物 11月27日

149 天保の虹　 ( 白狐魔記７ ) 斉藤洋作/高畠純絵偕成社 児童読み物 11月26日

150 ほんとうの願いがかなうとき 児童図書作家画家協会クリスタルカイト賞受賞作品バーバラ・オコーナー著/中野怜奈訳偕成社 児童読み物 11月27日

151 湊町の寅吉 ティーンズ文学館／第２７回小川未明文学賞大賞受賞作品藤村沙希著/Ｍｉｎｏｒｕ絵学研プラス 児童読み物 11月26日

152 おなべさんとおたまちゃん 宮本えつよし作/国松エリカ絵教育画劇 児童読み物 11月1日

153 絵本　江戸のたび ( 講談社の創作絵本 ) 太田大輔作・絵 講談社 児童読み物 11月18日

154 講談えほん１　宮本武蔵　山田真龍軒 ( 講談社の創作絵本 ) 神田松之丞監修 講談社 児童読み物 11月26日

155 講談えほん２　大岡越前　しばられ地蔵 ( 講談社の創作絵本 ) 神田松之丞監修/石崎洋司文/北村裕花絵講談社 児童読み物 11月26日

156 講談えほん３　西行　鼓ケ滝 ( 講談社の創作絵本 ) 神田松之丞監修/石崎洋司文/山村浩二絵講談社 児童読み物 11月26日

157 さいた　さいた　ゆきのはな ( 講談社の創作絵本 ) 鈴木真実作・絵 講談社 児童読み物 11月5日

158 なんと！ようひんてん ( 講談社の創作絵本 ) 石川基子作 講談社 児童読み物 11月26日

159 ししにゃいと　おしょうがつ ( 世界文化社のワンダー絵本) 澤野秋文作 世界文化社 児童読み物 11月20日

160 おしょうがつのかみさま おくはらゆめ作・絵大日本図書 児童読み物 11月中旬

161 明日をさがす旅 ( 世界傑作童話シリーズ) アラン・グラッツ作/さくまゆみこ訳福音館書店 児童読み物 11月13日

162 大どろぼうジャム・パン　すてねこ・マリリン( わくわくえどうわ ) 内田麟太郎作/藤本ともひこ絵文研出版 児童読み物 11月21日

163 たまたま　たまご ( えほんのもり ) 内田麟太郎作/北村裕花絵文研出版 児童読み物 11月21日

164 こんなもん くえニャイ！ クリストファー・サイラス・ニール作/林木林訳光村教育図書 児童読み物 11月29日

165 夏休みに、ぼくが図書館で見つけたもの ( 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 11月下旬

166 おれ、よびだしになる 中川ひろたか文/石川えりこ絵アリス館 児童読み物 11月下旬

167 ハンカチともだち なかがわちひろ作・絵アリス館 児童読み物 11月20日

168 父さんがかえる日まで ( 全米図書賞受賞作品) モーリス・センダック作/アーサー・ビナード訳偕成社 児童読み物 11月19日

169 図書館からの冒険 ( 偕成社ワンダーランド) 岡田淳作・絵 偕成社 児童読み物 11月18日

170 おばけのジョージー　こまどりをたすける ロバート・ブラ 好学社 児童読み物 11月20日

171 家庭科室の日曜日　ももたろうがおおすぎる！( 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月18日

172 しょうがくせいのおばけずかん　かくれんぼう( 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月26日

173 せかいのくにで　おめでとう！ ( 講談社の創作絵本 ) 野村たかあき作・絵講談社 児童読み物 11月26日

174 桜の木の見える場所 パオラ・ペレッティ作/関口英子訳小学館 児童読み物 11月18日

175 ムーミン谷のクリスマス ( クラシック・ムーミン絵本) トーベ・ヤンソン原作/アレックス・ハリディ文/セシリア・ダヴィッドソン文/フィリッパ・ヴィードルンド絵/オスター・グレン晴子訳徳間書店 児童読み物 11月7日

176 わたしのわごむはわたさない ヨシタケシンスケ作・絵ＰＨＰ研究所 児童読み物 11月12日

177 あたまをつかった小さなおばあさん　がんばる( 世界傑作童話シリーズ) ホープ・ニューウェル作/降矢なな絵/松岡享子訳福音館書店 児童読み物 11月13日

178 あたまをつかった小さなおばあさん　のんびりする( 世界傑作童話シリーズ) ホープ・ニューウェル作/降矢なな絵/松岡享子訳福音館書店 児童読み物 11月13日

179 希望の図書館 ( ポプラせかいの文学) リサ・クライン・ランサム作/松浦直美訳ポプラ社 児童読み物 11月1日

180 カラスてんぐのジェットくん 富安陽子作/植垣あゆ子絵理論社 児童読み物 11月15日

181 食虫植物のわな　虫を食べるふしぎな植物のおはなし 木谷美咲文/横山拓彦絵/長谷部光泰監修/西田治文監修偕成社 児童ノンフィクション11月27日

182 発明・特許ってなんだろう ( そこが知りたい！発明と特許１ 全２巻) こどもくらぶ編/日本発明協会監修筑摩書房 児童ノンフィクション11月26日

183 どうなる？これからのお金図鑑 荻原博子著 文溪堂 児童ノンフィクション11月上旬

184 ノーベル賞とアルフレッド・ノーベル ( 調べる学習百科 ) こどもくらぶ著 岩崎書店 児童ノンフィクション11月28日

185 マークの図鑑 ( 小学館キッズペディア) 小学館編/児山啓一監修小学館 児童ノンフィクション11月18日

186 理科の図鑑　小学生のうちに伸ばしたい世界基準の理系脳を育てる( 子供の科学ビジュアル図鑑) 子供の科学編集部編/田中千尋監修誠文堂新光社 児童ノンフィクション12月2日

187 ふゆとみずのまほう　こおり ( ふしぎいっぱい写真絵本) 片平孝写真・文 ポプラ社 児童ノンフィクション11月12日

188 故郷の味は海をこえて　「難民」として日本に生きる( ポプラ社ノンフィクション) 安田菜津紀著・写真/難民支援協会協力・監修ポプラ社 児童ノンフィクション11月13日

189 「恋」って何ですか？　珠玉の恋愛ブックガイド（仮）( １４歳の世渡り術 ) 河出書房新社編 河出書房新社 ヤングアダルト 11月22日

190 星くずクライミング 樫崎茜作/杉山巧絵くもん出版 ヤングアダルト 11月7日

191 若い読者に贈る美しい生物学講義　感動する生命のはなし 更科功著 ダイヤモンド社 ヤングアダルト 11月27日

192 アポロンと５つの神託３　炎の迷路 ( 全３巻完結 ) 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月21日
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193 火狩りの王３　牙ノ火 ( 全４巻 ) 日向理恵子作/山田章博絵ほるぷ出版 ヤングアダルト 11月12日

194 わかる！応援できる！パラスポーツ事典　パラリンピック夏の２２競技高橋明監修 メイツ出版 ヤングアダルト 11月21日

195 英語、苦手かも…？と思ったときに読む本（仮）( １４歳の世渡り術 ) デイビッド・セイン著河出書房新社 ヤングアダルト 11月22日

196 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 11月20日

197 すごいぞ！はたらく知財　１４歳からの知的財産入門（仮） 内田朋子著/萩 晶文社 ヤングアダルト 11月22日

198 ヤング・シャーロック・ホームズ　７　盗まれた遺体 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 11月12日

199 本当の人生 海外文学セレクション／２０１９年ＥＬＬＥ読者大賞、高校生によるルノードー賞受賞作品アドリーヌ・ 東京創元社 ヤングアダルト 11月27日

200 プラスチック・スープの地球　汚染される「水の惑星」 ミヒル・ロスカム・アビング著/藤原幸一監訳ポプラ社 ヤングアダルト 11月19日

201 生物　生命の謎に迫る物語 ( 歴史を変えた１００の大発見) トム・ジャクソン編/山野井貴浩監訳丸善出版 ヤングアダルト 11月19日


