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1 未来のサイズ 　歌集 俵万智著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 9/30

2 逢魔宿り（アマヤドリ） 三津田信三著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 9/28

3 詩人の恋 深水黎一郎著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 9/28

4 ヘディングはおもに頭で 西崎憲著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 9/29

5 皆川博子随筆精華　書物の森を旅して 皆川博子著/日下三蔵編河出書房新社 日本文芸書 9/15

6 海蝶 吉川英梨著 講談社 日本文芸書 9/1

7 デリバリールーム 西尾維新著 講談社 日本文芸書 9/28

8 猫弁と星の王子 大山淳子著 講談社 日本文芸書 9/14

9 泣き娘 小島環著 集英社 日本文芸書 10/1

10 働く女子に明日は来る！ 中澤日菜子著 小学館 日本文芸書 9/14

11 私が結婚をしない本当の理由 志駕晃著 中央公論新社 日本文芸書 9/17

12 絵ことば又兵衛 谷津矢車著 文藝春秋 日本文芸書 9/30

13 楽園の烏 ( 八咫烏シリーズ ) 阿部智里著 文藝春秋 日本文芸書 9/3

14 日没 桐野夏生著 岩波書店 日本文芸書 9/29

15 Ａｎｏｔｈｅｒ　２００１ 綾辻行人著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 9/28

16 イノセンス 小林由香著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 9/29

17 ＳＩＧＮＡＬ 山田宗樹著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 9/29

18 もっこすの城　熊本城築城始末 伊東潤著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 9/28

19 生まれつきの花　警視庁花人犯罪対策班 似鳥鶏著 河出書房新社 日本文芸書 9/10

20 推し、燃ゆ 宇佐見りん著 河出書房新社 日本文芸書 9/9

21 数学者の夏 藤本ひとみ著 講談社 日本文芸書 9/7

22 半沢直樹　アルルカンと道化師 池井戸潤著 講談社 日本文芸書 9/17

23 わたしが消える ※ 第６６回江戸川乱歩賞受賞作品佐野広実著 講談社 日本文芸書 9/28

24 私は女になりたい 窪美澄著 講談社 日本文芸書 9/14

25 風よ　あらしよ 村山由佳著 集英社 日本文芸書 9/23

26 隣はシリアルキラー 中山七里著 集英社 日本文芸書 9/23

27 続　家族のあしあと 椎名誠著 集英社 日本文芸書 10/1

28 始まりの木 夏川草介著 小学館 日本文芸書 9/23

29 鏡影劇場 逢坂剛著 新潮社 日本文芸書 9/18

30 象牛 石井遊佳著 新潮社 日本文芸書 9/28

31 ちよぼ　加賀百万石を照らす月 諸田玲子著 新潮社 日本文芸書 9/14

32 自転しながら公転する 山本文緒著 新潮社 日本文芸書 9/28

33 真夜中のたずねびと 恒川光太郎著 新潮社 日本文芸書 9/16

34 やがて訪れる春のために はらだみずき著 新潮社 日本文芸書 9/16

35 われもまた天に 古井由吉著 新潮社 日本文芸書 9/28

36 今も未来も変わらない 長嶋有著 中央公論新社 日本文芸書 9/17

37 三度目の恋 川上弘美著 中央公論新社 日本文芸書 9/17

38 海神（ワダツミ）の島 池上永一著 中央公論新社 日本文芸書 9/7

39 獣たちのコロシアム　 ( 池袋ウエストゲートパーク１６) 石田衣良著 文藝春秋 日本文芸書 9/1

40 震雷の人 ※ 第２７回松本清張賞受賞作品 千葉ともこ著 文藝春秋 日本文芸書 9/17

41 汚れた手をそこで拭かない 芦沢央著 文藝春秋 日本文芸書 9/28

42 明るい覚悟　こんな時代に 落合恵子著 朝日新聞出版 日本文芸書 9/3

43 綾辻行人の京都対談（仮） 綾辻行人著 光文社 日本文芸書 9/15

44 お誕生会クロニクル（仮） 古内一絵著 光文社 日本文芸書 9/15

45 ムシカ　鎮虫譜 井上真偽著 実業之日本社 日本文芸書 9/9

46 おなかがすいたハラペコだ。３　あっ、ごはん炊くの忘れてた！ 椎名誠著 新日本出版社 日本文芸書 9/10

47 売国のテロル 穂波了著 早川書房 日本文芸書 9/17

48 乳房のくに（仮） 深沢潮著 双葉社 日本文芸書 9/15

49 新しい生活 曽野綾子著 ポプラ社 日本文芸書 9/14

50 炉辺の風おと 梨木香歩著 毎日新聞出版 日本文芸書 9/16



２０２０年９月新刊案内

Ｎｏ． 書名・シリーズ・受賞情報など

51 ｆｉｓｈｙ 金原ひとみ著 朝日新聞出版 日本文芸書 9/3

52 えにし屋春秋 あさのあつこ著 角川春樹事務所 日本文芸書 9/10

53 サーベル警視庁２　帝都争乱　 今野敏著 角川春樹事務所 日本文芸書 9/10

54 我々は、みな孤独である 貴志祐介著 角川春樹事務所 日本文芸書 9/10

55 同姓同名 下村敦史著 幻冬舎 日本文芸書 9/15

56 ワトソン力（仮） 大山誠一郎著 光文社 日本文芸書 9/15

57 あかり野牧場 本城雅人著 祥伝社 日本文芸書 9/9

58 あなたのご希望の条件は 瀧羽麻子著 祥伝社 日本文芸書 9/9

59 暗闇にレンズ 高山羽根子著 東京創元社 日本文芸書 9/28

60 ワカタケル 池澤夏樹著 日経ＢＰマーケティング（発売）／日本経済新聞出版本部（発行）日本文芸書 9/18

61 沖晴くんの涙を殺して 額賀澪著 双葉社 日本文芸書 9/15

62 囚人　黄晳暎自伝　１　境界を越えて 黄晳暎著 明石書店 外国文芸書 9/下

63 囚人　黄晳暎自伝　２　火焔のなかへ 黄晳暎著 明石書店 外国文芸書 9/下

64 ディディの傘 ( となりの国のものがたり) ※第３４回萬海文学賞受賞作品ファン・ジョンウン著/斎藤真理子訳亜紀書房 外国文芸書 9/18

65 サンソン回想録　フランス革命を生きた死刑執行人の物語 オノレ・ド・バルザック著/安達正勝訳国書刊行会 外国文芸書 10/上

66 ワシントン・ブラック ※ ２０１８年ギラー賞受賞作品 エシ・エデュジアン著/高見浩訳小学館 外国文芸書 9/23

67 ブラック・ハンター ( ハヤカワ・ミステリ ) ジャン＝クリストフ・グランジェ著/平岡敦訳早川書房 外国文芸書 9/3

68 踊る白馬の秘密 ( 論創海外ミステリ ) メアリー・スチュアート著/木村浩美訳論創社 外国文芸書 9/7

69 彼女の名前は チョ・ナムジュ著/小山内園子訳/すんみ訳筑摩書房 外国文芸書 9/18

70 言語の七番目の機能 ( 海外文学セレクション) ※アンテラリエ賞、Ｆｎａｃ小説大賞受賞作品ローラン・ビネ著/高橋啓訳東京創元社 外国文芸書 9/18

71 私はゼブラ ( エクス・リブリス) ※ＰＥＮフォークナー賞受賞作品アザリーン・ヴァンデアフリート・オルーミ著/木原善彦訳白水社 外国文芸書 9/25

72 レイラの最後の１０分３８秒 エリフ・シャファク著/北田絵里子訳早川書房 外国文芸書 9/2

73 ネヴァー・ゲーム 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 9/25

74 網内人 陳浩基著/玉田誠訳 文藝春秋 外国文芸書 9/28

75 朽ちてなお美しい　ドライボタニカル入門 小野木彩花著 エクスナレッジ くらしの実用書 9/29

76 ハンドメイドのリボンＢＯＯＫ 山口路子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ くらしの実用書 9/24

77 植物刺繍図鑑 河出書房新社編集部編河出書房新社 くらしの実用書 9/15

78 ホットプレート１つでごちそうごはんができちゃった１００ 玄関あけたらホカホカごはん黄川田としえ著 主婦の友社 くらしの実用書 9/7

79 おいしくなって保存もきく！　”塩糖水”漬けレシピ 上田淳子著 世界文化社 くらしの実用書 9/10

80 ファスナーポーチの型紙の本 越膳夕香著 日本ヴォーグ社 くらしの実用書 9/16

81 グレイヘアに映える服 ( 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 9/29

82 ちいさなお直し いわせあさこ著/ミムラトモミ著/鯉渕直子著池田書店 くらしの実用書 9/15

83 堤人美の 旬を漬ける保存食 堤人美著 ＮＨＫ出版 くらしの実用書 9/14

84 お弁当サンド 若山曜子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ くらしの実用書 9/10

85 ふわふわカステラの本 中川たま著 主婦と生活社 くらしの実用書 9/23

86 家族でごはん１２か月 野口真紀著 新星出版社 くらしの実用書 10/6

87 もしもに備える！　おうち備蓄と防災のアイデア帖 島本美由紀著 パイインターナショナルくらしの実用書 9/18

88 ルイーザ・メイ・オールコットの「若草物語」クックブック 四姉妹たちの作品世界とすてきなレシピ　ウィニ・モランヴィル著/ルイーザ・メイ・オールコット著/岡本千晶訳原書房 くらしの実用書 9/25

89 テレビリサーチャーという仕事 高橋直子著 青弓社 ビジネス・くらしの経済9/25

90 サラリーマンかフリーランスか　どちらが得だった？ 山田寛英著 中央経済社 ビジネス・くらしの経済9/4

91 実践！ オフィスの効率化ファイリング ( ＤＯ　ＢＯＯＫＳ ) 長野ゆか著 同文舘出版 ビジネス・くらしの経済9/28

92 中小企業のための 社内研修の効果的な進め方( ＤＯ　ＢＯＯＫＳ ) 高尾英正著 同文舘出版 ビジネス・くらしの経済9/3

93 オンライン講座を頼まれた時に読む本 天笠淳著 日経ＢＰマーケティングビジネス・くらしの経済9/18

94 建築用語図鑑　西洋篇 杉本龍彦著/長沖充著/蕪木孝典著/伊藤茉莉子著/片岡菜苗子ほか著オーム社 すまい・住宅・建築9/15

95 図解でよくわかる　土壌診断のきほん 日本土壌協会監修 誠文堂新光社 すまい・住宅・建築9/1

96 建て主たちのクレーム事典 日経ホームビルダー編日経ＢＰマーケティングすまい・住宅・建築9/18

97 多肉植物の水耕栽培 米原政一著 日本文芸社 すまい・住宅・建築9/28

98 多年生雑草対策ハンドブック　叩くべき本体は地下にある 伊藤操子著 農山漁村文化協会すまい・住宅・建築9/24

99 おしゃべり病理医のカラダ図解 人体サプライチェーンのしくみ（仮） 小倉加奈子著 ＣＣＣメディアハウス健康と家庭の医学9/30

100 今日からできる！　暮らしの感染対策バイブル 堀成美監修 主婦の友社 健康と家庭の医学9/28
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101 薬のギモン早わかり帖 藤井義晴著 主婦の友社 健康と家庭の医学9/23

102 放っておくとこわい症状大全 早期発見しないと後悔する病気のサインだけ集めました秋津壽男著 ダイヤモンド社 健康と家庭の医学9/15

103 知っておきたい！　子どものアレルギーＢＯＯＫ 今井孝成著 日東書院本社 健康と家庭の医学10/8

104 漢方で免疫力をつける ウイルス対策からウェルエイジングまで 仙頭正四郎著 農山漁村文化協会健康と家庭の医学9/24

105 逆流性食道炎 消化器科の名医が教える　最高の治し方大全　 三輪洋人著 文響社 健康と家庭の医学9/15

106 ウルトラ図解　尿路結石症 松崎純一著 法研 健康と家庭の医学9/10

107 発達障害チェックノート 自分が発達障害かもしれないと思っている人へ　 福西勇夫著 法研 健康と家庭の医学9/10

108 認知症　ありのままを認め、そのこころを知る 虎の門病院認知症科の考え方井桁之総著 論創社 健康と家庭の医学9/下

109 看取りのプロに学ぶ 幸せな逝き方 佐藤陽著/畑川剛毅著 朝日新聞出版 教育と福祉 9/16

110 すぐに役立つ！　児童相談所のしごとＱ＆Ａ 児童虐待問題研究会編著ぎょうせい 教育と福祉 9/下

111 子どもの心理検査・１００％活用ブック 特性を生活にいかすアセスメント（仮）　熊上崇著/星井純子著/熊上藤子著合同出版 教育と福祉 9/下

112 日本一の高齢者トレーナーが教える　コロバヌ！エクササイズ 枝光聖人著 自由国民社 教育と福祉 10/1

113 学校に行かずに家庭で学ぶ　ホームスクールのはじめ方 佐々木貴広著 秀和システム 教育と福祉 9/23

114 学校も地域もひらく　コミュニティ・スクール 宮崎稔著 農山漁村文化協会教育と福祉 9/28

115 障害のある子が「親亡き後」に困らないために今できること 明石久美著/鹿野佐代子著ＰＨＰ研究所 教育と福祉 9/17

116 交通事故の被害者になったら読む本 ベンチャーサポート法律事務所編著合同出版 くらしの法律 9/下

117 図解で早わかり　最新　会社の倒産 しくみと手続き 森公任監修/森元みのり監修三修社 くらしの法律 9/14

118 すぐに役立つ　暮らしのセーフティネット！ 失業等給付・職業訓練・生活保護・給付金のしくみと手続き　森島大吾監修 三修社 くらしの法律 9/14

119 相続弁護士が見た 泥沼相続１２の事件簿 加藤剛毅著 中央経済社 くらしの法律 9/28

120 シルクロード世界史 ( 講談社選書メチエ ) 森安孝夫著 講談社 歴史と紀行 9/9

121 第三帝国を旅した人々　外国人旅行者が見たファシズムの勃興※ ＬＡタイムズ書籍賞受賞作品 ジュリア・ボイド著/園部哲訳白水社 歴史と紀行 9/25

122 世界を変えた１００のスピーチ　上 コリン・ソルター著/大間知知子訳原書房 歴史と紀行 9/18

123 世界を変えた１００のスピーチ　下 コリン・ソルター著/大間知知子訳原書房 歴史と紀行 9/18

124 世界の「住所」の物語 通りに刻まれた起源・政治・人種・階層の歴史（仮） ディアドラ・マスク著/神谷栞里訳原書房 歴史と紀行 9/18

125 旅ごころはリュートに乗って 星野博美著 平凡社 歴史と紀行 9/25

126 問いかけるアイヌ・アート 池田忍編 岩波書店 日本の文化 9/16

127 語感力事典　日常会話からネーミングまで 山口謠司著/間芝勇輔イラスト笠間書院 日本の文化 9/18

128 和歌史 渡部泰明著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本の文化 9/29

129 明朝体活字　その起源と形成 小宮山博史著 グラフィック社 日本の文化 9/4

130 日本印刷文化史 印刷博物館編 講談社 日本の文化 10/7

131 英語で伝える日本のマナー　外国人とわかりあうために（仮） 小笠原敬承斎著 淡交社 日本の文化 9/28

132 日本幽霊画紀行　死者図像の物語と民俗 堤邦彦著 三弥井書店 日本の文化 9/10

133 世界で一番美しいマンダラ図鑑 正木晃著 エクスナレッジ 世界の文化 9/4

134 フェイスペイント　化粧と化粧品の物語 リサ・エルドリッジ著/加藤恵理子訳/水谷富久子訳国書刊行会 世界の文化 10/

135 フィッシュ・アンド・チップスの歴史　英国の食と移民( 創元世界史ライブラリー ) パニコス・パナイー著/栢木清吾訳創元社 世界の文化 9/15

136 ミツバチと文明（仮） クレア・プレストン著/倉橋俊介訳草思社 世界の文化 9/18

137 つくられた格差 エマニュエル・サエズ著/ガブリエル・ズックマン著/山田美明訳光文社 現代社会 9/15

138 証言　天安門事件を目撃した日本人たち 一九八九年六月四日に何が起こったのか　六四回顧録編集委員会編ミネルヴァ書房 現代社会 9/上

139 人と街に愛される、新しいコミュニティカフェのつくり方 石井秀和著 インプレス 現代社会 9/16

140 武漢日記　封鎖下６０日の魂の記録 方方著/飯塚容訳/渡辺新一訳河出書房新社 現代社会 9/7

141 令和・アフターコロナの自治会・町内会運営ガイドブック 水津陽子著 実業之日本社 現代社会 9/2

142 けものが街にやってくる 人口減少社会と野生動物がもたらす災害リスク　 羽澄俊裕著 地人書館 現代社会 9/29

143 おひとりさまの終活まるわかり読本　 税理士法人レガシィ監修ＰＨＰ研究所 現代社会 9/24

144 犬と猫　ペットたちの昭和・平成・令和 小林照幸著 毎日新聞出版 現代社会 9/23

145 ＳＮＳ暴力　なぜ人は匿名の刃をふるうのか 毎日新聞取材班著 毎日新聞出版 現代社会 9/16

146 ごみ減量政策　自治体ごみ減量手法のフロンティア（仮） 山谷修作著 丸善出版 現代社会 9/25

147 寄生虫のはなし　この素晴らしき、虫だらけの世界 永宗喜三郎編/脇司編/常盤俊大編/島野智之編朝倉書店 サイエンス 10/15

148 化学の目で見る気体　身近な物質のヒミツ 齋藤勝裕著 技術評論社 サイエンス 9/18

149 ママ、最後の抱擁　わたしたちに動物の情動がわかるのか フランス・ドゥ・ヴァール著/柴田裕之訳紀伊國屋書店 サイエンス 9/30

150 絵でわかる物理学の歴史 並木雅俊著 講談社 サイエンス 9/10
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151 人に話したくなる土壌微生物の世界 食と健康から洞窟、温泉、宇宙まで 染谷孝著 築地書館 サイエンス 9/18

152 電柱マニア オーム社編/須賀亮行著オーム社 テクノロジー 9/17

153 図解でわかるカーボンリサイクル ＣＯ２を利用する循環エネルギーシステム　エネルギー総合工学研究所編著技術評論社 テクノロジー 9/14

154 図解まるわかり　クラウドのしくみ 西村泰洋著 翔泳社 テクノロジー 9/1

155 ひと目でわかる　テクノロジーのしくみとはたらき図鑑 村上雅人著/小林忍著 創元社 テクノロジー 9/25

156 塗料大全 小林敏勝著 日刊工業新聞社 テクノロジー 9/25

157 交響録　Ｎ響で出会った名指揮者たち 茂木大輔著 音楽之友社 芸術・スポーツ 9/24

158 クロマトピア　色の世界　写真で巡る色彩と顔料の歴史　　　　　　 デヴィッド・コールズ著/井原恵子訳グラフィック社 芸術・スポーツ 9/4

159 大仏師運慶　工房と発願主そして「写実」とは( 講談社選書メチエ ) 塩澤寛樹著 講談社 芸術・スポーツ 9/9

160 見えないスポーツ図鑑 伊藤亜紗著/渡邊淳司著/林阿希子著晶文社 芸術・スポーツ 10/9

161 横山大観の全貌 ( コロナ・ブックス　 ) 足立美術館監修 平凡社 芸術・スポーツ 9/9

162 焚き火の本 猪野正哉著 山と溪谷社 芸術・スポーツ 9/14

163 文学について ウンベルト・エーコ著/和田忠彦訳岩波書店 ライブラリアン 9/24

164 ほんのよもやま話 瀧井朝世編 文藝春秋 ライブラリアン 9/28

165 あるヘラジカの物語 星野道夫原案/鈴木まもる文・絵あすなろ書房 児童読み物 9/7

166 ぼくのカメはどこ？ バーバラ・ボットナー作/ブルーク・ボイントン・ヒューズ絵/川野太郎訳岩崎書店 児童読み物 9/11

167 セント・キルダの子 ベス・ウォーターズ文・絵/原田勝訳岩波書店 児童読み物 9/16

168 日本どっちからよんでも　さんぽっにっぽんさ 本村亜美文/高畠純絵 絵本館 児童読み物 9/10

169 アルフィー ティラ・ヒーダー作/石津ちひろ訳絵本塾出版 児童読み物 9/25

170 い～れ～て！ 中川ひろたか作/市居みか絵金の星社 児童読み物 9/28

171 おとうさんのかお ( こころのつばさシリーズ ) 岩瀬成子作/いざわ直子絵佼成出版社 児童読み物 9/18

172 サンドイッチに はさまれたいやつ よっといで 岡田よしたか作・絵 佼成出版社 児童読み物 9/15

173 うみのとしょかん　あらしがやってきた ( 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 9/8

174 にんじゃいぬタロー ( 講談社の創作絵本) ※第４１回講談社絵本新人賞受賞作品渡辺陽子作 講談社 児童読み物 9/15

175 ブラックホールの飼い方 ミシェル・クエヴァス作/杉田七重訳小学館 児童読み物 10/5

176 ママ、どっちがすき？ 織田りねん作/中田いくみ絵パイインターナショナル児童読み物 9/11

177 どうしてしっぽがないの？ 生源寺美子原作/いもとようこ文・絵ひかりのくに 児童読み物 9/1

178 ネコノテパンヤ 高木さんご作/黒井健絵ひさかたチャイルド児童読み物 9/15

179 イルカと少年の歌　海を守りたい エリザベス・レアード作/石谷尚子訳評論社 児童読み物 9/16

180 きぼう　ＨＯＰＥ ( 児童図書館・絵本の部屋 ) コーリン・アーヴェリス文/セバスチャン・ペロン絵/ひさやまたいち訳評論社 児童読み物 9/5

181 サディがいるよ ( 世界傑作絵本シリーズ ) サラ・オレアリー文/ジュリー・モースタッド絵/横山和江訳福音館書店 児童読み物 9/2

182 まんぷくよこちょう なかざわくみこ作 文溪堂 児童読み物 9/下

183 セラピードッグのハナとわたし ( 文研ブックランド ) 堀直子作/佐竹美保絵 文研出版 児童読み物 9/18

184 あおびょうたん あおきひろえ作 理論社 児童読み物 9/18

185 おふろ、はいる？ 飯野和好作/らいおんｂｏｏｋｓ編あかね書房 児童読み物 9/23

186 宇宙の神秘　時を超える宇宙船 ( ホーキング博士のスペース・アドベンチャー３　完結) ルーシー・ホーキング作/さくまゆみこ訳/佐藤勝彦日本語版監修岩崎書店 児童読み物 9/10

187 とりあえずまちましょう 五味太郎作 絵本館 児童読み物 9/上

188 ねこのニャンルー どいかや作 偕成社 児童読み物 9/8

189 おばけのジョージー　メリーメリークリスマス！ ロバート・ブライト作/こみやゆう訳好学社 児童読み物 10/上

190 山のトントン ( どうわがいっぱい やえがしなおこ作/松成真理子絵講談社 児童読み物 9/1

191 はんぶんこ 多田ヒロシ作 こぐま社 児童読み物 9/24

192 とどけ、サルハシ！ 葦原かも作/石川えりこ絵小峰書店 児童読み物 9/中

193 だれかなぁ？ ( たんぽぽえほんシリーズ ) みやにしたつや作・絵 鈴木出版 児童読み物 9/10

194 かしこい うさぎの ローズバッド ( こころのほんばこ ) ルドウイッヒ・ベーメルマンス文・絵/小宮由訳大日本図書 児童読み物 9/15

195 おじいちゃんとの最後の旅 ウルフ・スタルク作/キティ・クローザー絵/菱木晃子訳徳間書店 児童読み物 9/16

196 ムーミン谷のおはなし ( クラシック・ムーミン童話 ) 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/セシリア・ヘイッキレ絵/オスターグレン晴子訳徳間書店 児童読み物 9/8

197 ゾウと ともだちになった きっちゃん ( 福音館の科学シリーズ ) 入江尚子文/あべ弘士絵福音館書店 児童読み物 9/9

198 はりねずみともぐらのふうせんりょこう ( 世界傑作童話シリーズ ) アリソン・アトリー作/東郷なりさ絵/上條由美子訳福音館書店 児童読み物 9/2

199 しょうぼうしの くまさん ( 世界傑作絵本シリーズ ) フィービ・ウォージントン作・絵/オリバー・ウィリアムス作・絵/こみやゆう訳福音館書店 児童読み物 9/9

200 ボートやの くまさん ( 世界傑作絵本シリーズ ) フィービ・ウォージントン作・絵/こみやゆう訳福音館書店 児童読み物 9/9
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201 ココロ屋　つむぎのなやみ ( 文研ブックランド ) 梨屋アリエ作/菅野由貴子絵文研出版 児童読み物 9/15

202 神様のパッチワーク ( ポプラ物語館 ) 山本悦子作/佐藤真紀子絵ポプラ社 児童読み物 9/7

203 万葉と令和をつなぐアキアカネ ( ノンフィクション・生きるチカラ) 山口進写真・文 岩崎書店 児童ノンフィクション9/11

204 健康と福祉をまもるきまり ( 人権と自然をまもる法ときまり２) 笹本潤監修/藤田千枝編/坂口美佳子著大月書店 児童ノンフィクション9/15

205 教えて、釈先生！　子どものための仏教入門 釈徹宗著 講談社 児童ノンフィクション9/29

206 ｅスポーツって、なに？ ( ｅスポーツはじめて事典１ ) 筧誠一郎著 文溪堂 児童ノンフィクション9/下

207 雨の日の地下トンネル 鎌田歩作 アリス館 児童ノンフィクション9/16

208 お米をつくろう！バケツで育てる　田んぼで育てる( 調べる学習百科 ) 山口誠之監修 岩崎書店 児童ノンフィクション9/28

209 はじめてのかがくのえほん　月のふしぎ いしがきわたる絵/おおぬまたかし監修インプレス 児童ノンフィクション9/11

210 ずかん　ウイルス 武村政春監修/宮沢孝幸監修技術評論社 児童ノンフィクション9/25

211 昔の仕事大図鑑　こんな仕事があったんだ！ 小泉和子監修 日本図書センター 児童ノンフィクション10/2

212 台風の研究　最強の大気現象のひみつをさぐろう( 楽しい調べ学習シリーズ ) 筆保弘徳編著 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション9/17

213 珪藻美術館　ちいさな・ちいさな・ガラスの世界( たくさんのふしぎ傑作集 ) 奥修文・写真 福音館書店 児童ノンフィクション9/2

214 死について考える本 メリー＝エレン・ウィルコックス作/おおつかのりこ訳あかね書房 ヤングアダルト 9/下

215 図解　身近にあふれる「天文・宇宙」が３時間でわかる本 塚田健著 明日香出版社 ヤングアダルト 9/11

216 火狩りの王４　星ノ火 ( 全4巻　完結 ) 日向理恵子作/山田章博絵ほるぷ出版 ヤングアダルト 9/3

217 不気味な叫び ( Ｓｃｒｅａｍ！絶叫コレクション) Ｒ．Ｌ．スタイン監修/三辺律子監訳理論社 ヤングアダルト 9/18

218 世界とキレル 佐藤まどか著 あすなろ書房 ヤングアダルト 9/7

219 １０代の「めんどい」が楽になる本 内田和俊著 石山さやかマンガＫＡＤＯＫＡＷＡ ヤングアダルト 9/2

220 死の講義　死んだらどうなるか、自分で決めなさい 橋爪大三郎著 ダイヤモンド社 ヤングアダルト 9/29

221 サード・プレイス ( フレーベル館　文学の森 ) ささきあり作/酒井以絵フレーベル館 ヤングアダルト 9/9


