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1 カラ売り屋、日本上陸 黒木亮著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 10/26

2 彼らは世界にはなればなれに立っている 太田愛著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 10/28

3 人間の道理 曾野綾子著 河出書房新社 日本文芸書 10/23

4 完全犯罪の恋 田中慎弥著 講談社 日本文芸書 10/26

5 揺籠のアディポクル 市川憂人著 講談社 日本文芸書 10/12

6 その果てを知らず 眉村卓著 講談社 日本文芸書 10/20

7 ニッポンチ！　国芳一門明治浮世絵草紙 河治和香著 小学館 日本文芸書 10/28

8 眠れる美女 秋吉理香子著 小学館 日本文芸書 10/13

9 影に対して　母をめぐる物語 遠藤周作著 新潮社 日本文芸書 10/27

10 八月の銀の雪 伊与原新著 新潮社 日本文芸書 10/15

11 落葉（ラクヨウ）の記 勝目梓著 文藝春秋 日本文芸書 10/20

12 乱都 天野純希著 文藝春秋 日本文芸書 10/21

13 この本を盗む者は 深緑野分著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 10/6

14 デルタの羊 塩田武士著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 10/5

15 谷根千ミステリ散歩　中途半端な逆さま問題 東川篤哉著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 10/15

16 浅草迄 北野武著 河出書房新社 日本文芸書 10/23

17 いつの空にも星が出ていた 佐藤多佳子著 講談社 日本文芸書 10/20

18 ガラスの５０代 酒井順子著 講談社 日本文芸書 10/26

19 きのうのオレンジ 藤岡陽子著 集英社 日本文芸書 10/22

20 肉体のジェンダーを笑うな 山崎ナオコーラ著 集英社 日本文芸書 11/2

21 くちばみ 花村萬月著 小学館 日本文芸書 10/13

22 とわの庭 小川糸著 新潮社 日本文芸書 10/27

23 湖の女たち 吉田修一著 新潮社 日本文芸書 10/27

24 戀童夢幻（レンドウムゲン） 木下昌輝著 新潮社 日本文芸書 10/15

25 だまされ屋さん 星野智幸著 中央公論新社 日本文芸書 10/16

26 滅びの前のシャングリラ 凪良ゆう著 中央公論新社 日本文芸書 10/6

27 銀齢探偵社　静おばあちゃんと要介護探偵２ 中山七里著 文藝春秋 日本文芸書 10/8

28 孔丘 宮城谷昌光著 文藝春秋 日本文芸書 10/6

29 善医の罪 久坂部羊著 文藝春秋 日本文芸書 10/21

30 夢七日　夜を昼の國 いとうせいこう著 文藝春秋 日本文芸書 10/27

31 夜明けのすべて 瀬尾まいこ著 水鈴社（発行）／文藝春秋（発売）日本文芸書 10/20

32 私とあなたのあいだ　いま、この国で生きるということ 温又柔著/木村友祐著 明石書店 日本文芸書 11/上

33 壺の中にはなにもない 戌井昭人著 ＮＨＫ出版 日本文芸書 10/23

34 質草女房（仮） ※ 第１２回角川春樹小説賞受賞作品渋谷雅一著 角川春樹事務所 日本文芸書 10/12

35 首イラズ 岡田秀文著 光文社 日本文芸書 10/20

36 霊能者たち（仮） 嶺里俊介著 光文社 日本文芸書 10/20

37 アウターＱ　弱小ｗｅｂマガジンの事件簿 澤村伊智著 祥伝社 日本文芸書 10/13

38 五色の殺人者 ※ 第３０回鮎川哲也賞受賞作品 千田理緒著 東京創元社 日本文芸書 10/8

39 白野真澄はしょうがない 奥田亜希子著 東京創元社 日本文芸書 10/20

40 鳩護（ハトモリ） 河崎秋子著 徳間書店 日本文芸書 10/15

41 天離り（アマサカリ）果つる国　上 宮本昌孝著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 10/8

42 天離り（アマサカリ）果つる国　下 宮本昌孝著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 10/8

43 相剋　 ( 越境捜査８ ) 笹本稜平著 双葉社 日本文芸書 10/20

44 焼餃子 蜂須賀敬明著 双葉社 日本文芸書 10/20

45 わたしのもう一つの国 角野栄子著 ポプラ社 日本文芸書 10/12

46 スター 朝井リョウ著 朝日新聞出版 日本文芸書 10/5

47 吹上奇譚　３　ざしきわらし 吉本ばなな著 幻冬舎 日本文芸書 10/20

48 みがわり 青山七恵著 幻冬舎 日本文芸書 10/26

49 アンと愛情（仮） 坂木司著 光文社 日本文芸書 10/20

50 動物警察２４時 新堂冬樹著 光文社 日本文芸書 10/20

51 もしかして ひょっとして 大崎梢著 光文社 日本文芸書 10/20
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52 命の砦 五十嵐貴久著 祥伝社 日本文芸書 10/13

53 ママナラナイ 井上荒野著 祥伝社 日本文芸書 10/13

54 龍神の子どもたち 乾ルカ著 祥伝社 日本文芸書 10/13

55 コーチ 堂場瞬一著 東京創元社 日本文芸書 10/28

56 犬がいた季節 伊吹有喜著 双葉社 日本文芸書 10/13

57 死の扉 小杉健治著 双葉社 日本文芸書 10/20

58 洪水 フィリップ・フォレスト著/澤田直訳/小黒尚文訳河出書房新社 外国文芸書 10/20

59 ラスト・タイクーン Ｆ・スコット・フィッツジェラルド著/上岡伸雄編訳作品社 外国文芸書 11/上

60 海と山のオムレツ ( 新潮クレスト・ブックス ) カルミネ・アバーテ著/関口英子訳新潮社 外国文芸書 10/27

61 ウィズ・ザ・ライツ・アウト　ヴェルノン・クロニクル１※ ２０１５年ランデルノー賞、アナイス・ニン賞、キューポラ賞受賞作品ヴィルジニー・デパント著/博多かおる訳早川書房 外国文芸書 10/14

62 パリ警視庁迷宮捜査班　魅惑の南仏殺人ツアー( ハヤカワ・ミステリ ) ソフィー・エナフ著/山田文訳/山本知子訳早川書房 外国文芸書 10/上

63 アニーはどこにいった Ｃ・Ｊ・チューダー著/中谷友紀子訳文藝春秋 外国文芸書 10/13

64 ノーザン・ライツ ハワード・ノーマン著/川野太郎訳みすず書房 外国文芸書 10/16

65 バグダードのフランケンシュタイン ※ アラブ小説国際賞受賞作品 アフマド・サアダーウィー著/柳谷あゆみ訳集英社 外国文芸書 10/22

66 「グレート・ギャツビー」を追え ジョン・グリシャム著/村上春樹訳中央公論新社 外国文芸書 10/6

67 誓願　続・侍女の物語 ※ ２０１９年ブッカー賞受賞作品 マーガレット・アトウッド著/鴻巣友季子訳早川書房 外国文芸書 10/上

68 眠れる美女たち　上 スティーヴン・キング著/オーウェン・キング著/白石朗訳文藝春秋 外国文芸書 10/27

69 眠れる美女たち　下 スティーヴン・キング著/オーウェン・キング著/白石朗訳文藝春秋 外国文芸書 10/27

70 神さまの貨物 ジャン＝クロード・グランベール著/河野万里子訳ポプラ社 外国文芸書 10/5

71 冷えとりあったかアイテム　毛糸のパンツ 朝日新聞出版編著 朝日新聞出版 くらしの実用書 10/15

72 ザ・野菜ライス 炊き込んだり、ざっと混ぜたり。とにかく野菜がたくさん食べられる！　 堤人美著 グラフィック社 くらしの実用書 10/6

73 作りおきできる。 がっつり！ごはんの友 上島亜紀著 主婦と生活社 くらしの実用書 10/7

74 あるものでまかなう生活 井出留美著 日経ＢＰマーケティング（発売）／日本経済新聞出版本部（発行）くらしの実用書 10/7

75 はじめての「味つけ冷凍」　包丁いらず！でひとり分 藤井恵著 文化出版局 くらしの実用書 10/22

76 働くセーター 保里尚美著 文化出版局 くらしの実用書 10/22

77 きちんと祝いたい　新しいおせちとごちそう（仮）　 堤人美著 朝日新聞出版 くらしの実用書 10/15

78 まいにち米粉　パンと料理とお菓子 （仮） 高橋ヒロ著 池田書店 くらしの実用書 10/8

79 シニア世代の食材冷凍術　簡単、おいしく、健康に( 講談社のお料理ＢＯＯＫ ) 本多京子著 講談社 くらしの実用書 10/20

80 基本調味料で作る体にいいスープ 齋藤菜々子著 主婦と生活社 くらしの実用書 10/14

81 野菜たっぷり大量消費レシピ ３０４ 阪下千恵著 新星出版社 くらしの実用書 10/30

82 かわいい縁起物刺しゅう　ワンポイントステッチでカンタン！ 日本ヴォーグ社 くらしの実用書 10/28

83 男の子にも女の子にも似合う服 高島まりえ著 日本ヴォーグ社 くらしの実用書 10/16

84 事業者必携 与信管理から法的手段、経理処理まで 最新 売掛金回収・債権管理の基本と対策　中村啓一監修/武田守監修三修社 ビジネス・くらしの経済10/22

85 個人事業主・フリーランスの年金不安をなくす本 奥野文夫著 自由国民社 ビジネス・くらしの経済10/7

86 おうち仕事術　テレワークを最適化する５０のテクニック 戸田覚著 翔泳社 ビジネス・くらしの経済10/15

87 知らないと大損する！　定年前後のお金の正解 会社も役所も教えてくれない手取りを増やす45のコツ板倉京著 ダイヤモンド社 ビジネス・くらしの経済10/20

88 知識ゼロでもわかる！　お金のトリセツ 井澤江美監修 永岡書店 ビジネス・くらしの経済10/6

89 図解でよくわかる　スマート農業のきほん 野口伸監修 誠文堂新光社 すまい・住宅・建築10/22

90 これ一冊ではじめる！　庭づくりのためのＤＩＹ 山田芳照著 ナツメ社 すまい・住宅・建築10/5

91 災害に負けない家を造ろう　構造リフォームのすすめ 保坂貴司著 論創社 すまい・住宅・建築10/上

92 口・のどのがん　舌がん、咽頭がん、喉頭がんの治し方( 健康ライブラリーイラスト版) 三谷浩樹監修 講談社 健康と家庭の医学10/27

93 元気な生活のつくり方 ベテラン内科医と組み立てる「ＤＩＹ健康サポート」 久保明著 晶文社 健康と家庭の医学10/23

94 不整脈 心臓病の名医が教える 最高の治し方大全 清水渉著/石川恭三ほか著文響社 健康と家庭の医学10/13

95 股関節痛 変形性股関節症  整形外科の名医が教える最高の治し方大全 高平尚伸著/杉山肇ほか著文響社 健康と家庭の医学10/13

96 前立腺がん　病後のケアと食事 ( 再発・悪化を防ぐ安心ガイドシリーズ) 穎川晋著 法研 健康と家庭の医学10/9

97 困ったときのおへやあそび 近藤理恵著 かもがわ出版 教育と福祉 10/中

98 発達障害の二次障害を理解する本 「うつ」「ひきこもり」をのりこえるために（仮）　宮尾益知著 河出書房新社 教育と福祉 10/21

99 外国人住民の生活相談Ｑ＆Ａ　子育て・教育から医療・福祉まで 石川久編著/杉田昌平編著ぎょうせい 教育と福祉 10/下

100 認知症の人もいっしょにできる 高齢者レクリエーション 尾渡順子著 講談社 教育と福祉 10/22

101 思春期の性と恋愛 子どもたちの頭の中がこんなことになってるなんて！　 アクロストン著 主婦の友社 教育と福祉 10/2
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102 発達障害　最初の一歩　お友だちとのかかわり方、言葉の引き出し方、「療育」の受け方、接し方松永正訓著 中央公論新社 教育と福祉 10/6

103 ゲーム・スマホ依存から子どもを守る本 樋口進著 法研 教育と福祉 11/11

104 部活動指導員ガイドブック　基礎編 藤後悦子編著/大橋恵編著/井梅由美子編著ミネルヴァ書房 教育と福祉 10/下

105 最新 離婚の法律相談と手続き実践マニュアル  すぐに役立つ財産分与から慰謝料・養育費・親権・調停・訴訟まで　　　　　　　　　 森公任監修/森元みのり監修三修社 くらしの法律 10/20

106 ここまでできる自衛隊　国際法・憲法・自衛隊法ではこうなっている 稲葉義泰著 秀和システム くらしの法律 10/下

107 海から読み解く日本古代史　太平洋の海上交通( 朝日選書 ) 近江俊秀著 朝日新聞出版 歴史と紀行 10/7

108 一冊でわかるロシア史 ( 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 10/23

109 江戸のスポーツ事典（仮） 谷釜尋徳著 柏書房 日本の文化 10/22

110 お葬式の言葉と風習  柳田國男「葬送習俗語彙」の絵解き事典　 高橋繁行著 創元社 日本の文化 10/14

111 有職の色彩図鑑　由来からまなぶ日本の伝統色 八條忠基著 淡交社 日本の文化 10/16

112 ４７都道府県・名門／名家百科 森岡浩著 丸善出版 日本の文化 10/30

113 日本の流行歌　その誕生と消滅 ( シリーズ・ニッポン再発見 ) 生明俊雄著 ミネルヴァ書房 日本の文化 10/中

114 飼いならす　世界を変えた１０種の動植物 アリス・ロバーツ著/斉藤隆央訳明石書店 世界の文化 10/12

115 ホンモノの偽物　模造と真作をめぐる８つの奇妙な物語 リディア・パイン著/菅野楽章訳亜紀書房 世界の文化 10/22

116 古代エジプト解剖図鑑 近藤二郎著 エクスナレッジ 世界の文化 11/上

117 豆の歴史 ( 「食」の図書館 ) ナタリー・レイチェル・モリス著/竹田円訳原書房 世界の文化 10/21

118 女性の世界地図　女たちの経験・抑圧・現在地 ジョニー・シーガー編著/中澤高志訳/大城直樹訳/荒又美陽ほか訳明石書店 現代社会 10/23

119 人生１００年時代　デジタル技術でシニアと地域が変わる！（仮） 井熊均著/木通秀樹著/沢村香苗著学陽書房 現代社会 10/23

120 マンション防災最新ガイド　あなたの家族を救う「在宅避難」の備え完全解説　　　　　　　 釜石徹著 合同出版 現代社会 10/下

121 私の夫は発達障害！？  カサンドラな妻たちが本当の幸せをつかむ方法　　　　　　　　　 真行結子著/柏淳監修 すばる舎 現代社会 10/17

122 激変する水害に挑む 気候変動による水害研究会（仮）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/上

123 ２０２０－２０３０　アメリカ大分断　危機の地政学 ジョージ・フリードマン著/濱野大道訳早川書房 現代社会 10/1

124 緊急提言　パンデミック　寄稿とインタビュー ユヴァル・ノア・ハラリ著/柴田裕之訳河出書房新社 現代社会 10/6

125 あおり運転ってなんですか（仮） 菰田潔著/米加田啓介著彩流社 現代社会 11/9

126 地図とデータで見る 農業の世界ハンドブック ジャン＝ポール・シャルヴェ著/太田佐絵子訳原書房 現代社会 10/23

127 こんなときどうする？　選挙運動１５０問１５０答 関口慶太編著/竹内彰志編著/金子春菜編著ミネルヴァ書房 現代社会 10/26

128 日本に現れたオーロラの謎 ( ＤＯＪＩＮ選書 ) 片岡龍峰著 化学同人 サイエンス 10/26

129 鱗の博物誌 田畑純著/遠藤雅人著 グラフィック社 サイエンス 10/6

130 エレクトロニクスラボ　ものの仕組みがわかる１８の電子工作 ＤＫ社著/ルーシー・ロジャース著/若林健一訳オーム社 テクノロジー 10/中

131 最新　二次電池が一番わかる 白石拓著 技術評論社 テクノロジー 10/上

132 図解入門　量子技術の基本と仕組み 若狭直道著 秀和システム テクノロジー 10/中

133 わかる！使える！　機械加工入門 澤武一著 日刊工業新聞社 テクノロジー 10/29

134 音楽の肖像 堀内誠一著/谷川俊太郎詩小学館 芸術・スポーツ 10/28

135 ピープショー　のぞきからくり ( 紙絵遊びの文化２ ) 吉田稔美著 玉川大学出版部 芸術・スポーツ 10/12

136 仏像さんを師とせよ　仏像修理の現場から 八坂寿史著 淡交社 芸術・スポーツ 11/5

137 もっと知りたい　やきもの 柏木麻里著 東京美術 芸術・スポーツ 10/9

138 見たい！　聞きたい！　透明水彩！ あべとしゆき著/小杉弘明著日貿出版社 芸術・スポーツ 10/9

139 篆刻　鑑賞と分析のコツ　深い理解が制作につながる 川内伯豐著 メイツユニバーサルコンテンツ芸術・スポーツ 10/22

140 世界の児童文学をめぐる旅 池田正孝著 エクスナレッジ ライブラリアン 10/16

141 学術書を読む 鈴木哲也著 京都大学学術出版会ライブラリアン 10/7

142 苦学と立身と図書館　パブリックライブラリーと近代日本 伊東達也著 青弓社 ライブラリアン 10/22

143 図書館の新型コロナ対策ガイド 吉井潤著 青弓社 ライブラリアン 10/23

144 プロ司書の検索術　「本当に欲しかった情報」の見つけ方( 図書館サポートフォーラムシリーズ) 入矢玲子著 日外アソシエーツ ライブラリアン 10/上

145 世界で読み継がれる子どもの本１００ コリン・ソルター著/金原瑞人訳/安納令奈訳原書房 ライブラリアン 10/21

146 フルーツふれんず　ブドウくん 村上しいこ作/角裕美絵あかね書房 児童読み物 10/中

147 ほげちゃんとおともだち やぎたみこ作・絵 偕成社 児童読み物 10/5

148 おとなのなかのこども　おとなになるって どんなことなのかを しりたい こどものみなさんへ  ヘンリー・ブラックショー作/いのうえまい訳化学同人 児童読み物 10/1

149 へんくつさんのお茶会 ( ジュニア文学館 ) 楠章子作/井田千秋絵 学研プラス 児童読み物 10/27

150 夜の妖精　フローリー ( ティーンズ文学館 ) ローラ・エイミー・シュリッツ作/さとうゆうすけ絵/日当陽子訳学研プラス 児童読み物 10/27

151 くまのこのるうくんとおばけのこ 東直子作/吉田尚令絵 くもん出版 児童読み物 10/14
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152 あの湖のあの家におきたこと トーマス・ハーディング監修/ブリッタ・テッケントラップ絵/落合恵子訳クレヨンハウス 児童読み物 10/24

153 ねこのオーランドー　３びきのグレイス キャスリーン・ヘイル作/こみやゆう訳好学社 児童読み物 11/2

154 講談えほん　那須与一　扇の的 ( 講談社の創作絵本 ) 神田伯山監修/石崎洋司文/宇野亞喜良絵講談社 児童読み物 10/27

155 講談えほん　曲垣平九郎　出世の石段 ( 講談社の創作絵本 ) 神田伯山監修/石崎洋司文/五十嵐大介絵講談社 児童読み物 10/27

156 講談えほん　雷電為右衛門　雷電の初土俵( 講談社の創作絵本 ) 神田伯山監修/石崎洋司文/いぬんこ絵講談社 児童読み物 10/27

157 ねこは すっぽり 石津ちひろ文/松田奈那子絵こぐま社 児童読み物 10/14

158 レミーさんのひきだし 斉藤倫作/うきまる作/くらはしれい絵小学館 児童読み物 10/30

159 せとうちたいこさん　ふじさんのぼりタイ 長野ヒデ子作 童心社 児童読み物 10/7

160 みどりバアバ ( 童心社のおはなしえほん ) ねじめ正一作/下田昌克絵童心社 児童読み物 10/19

161 ノラネコぐんだん　ケーキをたべる 工藤ノリコ作 白泉社 児童読み物 11/2

162 列車探偵ハル　王室列車の宝石どろぼうを追え！( ハヤカワ・ジュニア・ブックス) Ｍ・Ｇ・レナード著/サム・セッジマン著/武富博子訳早川書房 児童読み物 10/21

163 雪山のエンジェル ( 児童図書館・文学の部屋 ) ローレン・セントジョン作/さくまゆみこ訳評論社 児童読み物 10/23

164 サンタさん ( 日本傑作絵本シリーズ ) 長尾玲子作 福音館書店 児童読み物 10/14

165 野ねずみきょうだいの草花あそび　秋から春まで 相澤悦子作/長谷川直子絵福音館書店 児童読み物 10/7

166 ぼくの犬 スーザン ニコラ・デイビス文/垂石眞子絵/千葉茂樹訳あすなろ書房 児童読み物 10/中

167 おとうとのたからもの ( おはなしトントン ) 小手鞠るい作/すずきみほ絵岩崎書店 児童読み物 10/12

168 スマイルショップ きたむらさとし作 岩波書店 児童読み物 10/6

169 ぼうしくんの クリスマスプレゼント 新井洋行作・絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 児童読み物 10/29

170 ふみきり かんかんくん きょうは なんの ひ？ 斉藤洋作/武田美穂絵 講談社 児童読み物 10/27

171 あしたのことば 森絵都作 小峰書店 児童読み物 11/中

172 こたつうし かわまたねね文/長谷川義史絵世界文化社 児童読み物 10/30

173 十二支のお雑煮 川端誠作 ＢＬ出版 児童読み物 11/中

174 クリスマスの小屋　アイルランドの妖精のおはなし( 世界傑作童話シリーズ ) ルース・ソーヤー再話/岸野衣里子画/上條由美子訳福音館書店 児童読み物 10/14

175 ねぎぼうずのあさたろう　１１　なかせんどう　もどりたび( 日本傑作絵本シリーズ／シリーズ完結) 飯野和好作 福音館書店 児童読み物 10/7

176 なんでもレストラン 鈴木まもる作 文溪堂 児童読み物 10/中

177 色どろぼうをさがして ( ポプラせかいの文学 ) エヴァ・ジョゼフコヴィッチ作/大作道子訳ポプラ社 児童読み物 10/12

178 しあわせなときの地図 ※ ２０１７年ニューヨーク市ビッグ・ブック賞受賞作品フラン・ヌニョ文/ズザンナ・セレイ絵/宇野和美訳ほるぷ出版 児童読み物 10/6

179 ぼく、ひつじじゃなくて ぶたなんだ ピム・ラマース文/ミルヤ・プラーフマン絵/長山さき訳ほるぷ出版 児童読み物 10/20

180 クリスマスツリーをかざろうよ トミー・デ・パオラ作/福本友美子訳光村教育図書 児童読み物 10/27

181 絵でさぐる音・光・宇宙　物理学の世界への旅 コリン・スチュアート著/シモ・アバディア絵/片神貴子訳岩崎書店 児童ノンフィクション10/23

182 きみは　どこから　やってきた？　宇宙誕生からはじまるいのちのものがたり　　　 フィリップ・バンティング作/ないとうふみこ訳/北山太樹監修ＫＡＤＯＫＡＷＡ 児童ノンフィクション10/13

183 世界の神話と英雄大図鑑 フィリップ・ウィルキンソン著/松村一男日本語版監修/寺西のぶ子訳/矢倉美登利ほか訳河出書房新社 児童ノンフィクション10/23

184 世界のすごい女子伝記　未来への扉をひらいた、歴史にのこる５０人　　　 キャスリン・ハリガン著/サラ・ウォルシュイラスト/伏見操訳講談社 児童ノンフィクション10/27

185 子どもを守る言葉「同意」って何？　ＹＥＳ、ＮＯは自分が決める！ レイチェル・ブライアン著/中井はるの訳集英社 児童ノンフィクション10/22

186 クジラをめぐる冒険 石川創著 旬報社 児童ノンフィクション10/23

187 信じられない現実のうんこ科学図鑑 ＤＫ社編/増田まもる監訳東京書籍 児童ノンフィクション10/30

188 ケンさん、イチゴの虫をこらしめる　「あまおう」栽培農家の挑戦！( フレーベル館ノンフィクション３) 谷本雄治著/いずもりよう絵フレーベル館 児童ノンフィクション10/7

189 みそしるをつくる 高山なおみ文/長野陽一写真ブロンズ新社 児童ノンフィクション11/中

190 ｅスポーツの競技いろいろ ( ｅスポーツはじめて事典２ ) 筧誠一郎著 文溪堂 児童ノンフィクション11/上

191 これからのｅスポーツ ( ｅスポーツはじめて事典３ 完結) 筧誠一郎著 文溪堂 児童ノンフィクション10/下

192 ビジュアル宇宙探検図鑑　美しい宇宙の謎にせまる 山岡均日本語版監修 ポプラ社 児童ノンフィクション11/中

193 納豆の本 ( 調べる学習百科 ) 全国納豆協同組合連合会監修/宮崎祥子編岩崎書店 児童ノンフィクション10/23

194 ウイルスって何だろう？　正体から生物進化とのかかわりまで( 楽しい調べ学習シリーズ ) 武村政春編著 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション10/27

195 動物たちが教えてくれる　海の中のくらし( たくさんのふしぎ傑作集 ) 佐藤克文文/木内達朗絵福音館書店 児童ノンフィクション10/7

196 思考の教室　じょうずに考えるレッスン 戸田山和久著 ＮＨＫ出版 ヤングアダルト 10/23

197 一生ものの「発信力」をつける！　１４歳からの文章術 小池陽慈著/中山信一イラスト笠間書院 ヤングアダルト 10/21

198 拝啓パンクスノットデッドさま 石川宏千花作/西川真以子絵くもん出版 ヤングアダルト 10/8

199 シリアで猫を救う アラー・アル＝ジャリール著/ダイアナ・ダーク著/大塚敦子訳講談社 ヤングアダルト 10/20

200 保健室経由、かねやま本館。３ ( シリーズ最終巻 ) 松素めぐり著/おとないちあきイラスト講談社 ヤングアダルト 10/27

201 ロイヤルシアターの幽霊たち ジェラルディン・マコックラン著/金原瑞人訳/吉原菜穂訳小学館 ヤングアダルト 10/13
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202 法学を学ぶのはなぜ？　気づいたら法学部、にならないための法学入門　　　 森田果著 有斐閣 ヤングアダルト 10/下

203 科学者になりたい君へ ( １４歳の世渡り術 ) 佐藤勝彦著 河出書房新社 ヤングアダルト 10/21

204 正しく知って正しく使う「くすり」の大事典 くすりの適正使用協議会監修くもん出版 ヤングアダルト 10/9

205 マナーはいらない　小説の書きかた講座 三浦しをん著 集英社 ヤングアダルト 11/2

206 中高生の悩みを「理系センス」で解決する４０のヒント( 心の友だちシリーズ ) 竹内薫著 ＰＨＰ研究所 ヤングアダルト 10/8

207 司書のお仕事２　本との出会いを届けます　( ライブラリーぶっくす ) 大橋崇行著/小曽川真貴監修勉誠出版 ヤングアダルト 10/30


