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1 新宿特別区警察署　Ｌの捜査官 吉川英梨著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 11/25

2 火喰鳥 ※ 第４０回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞受賞作品原浩著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 12/9

3 ひとり旅日和　縁結び！ 秋川滝美著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 11/26

4 見えない星の声 香月夕花著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 12/中

5 サード・キッチン 白尾悠著 河出書房新社 日本文芸書 11/2

6 私は夕暮れ時に死ぬと決めている 下重暁子著 河出書房新社 日本文芸書 11/24

7 悪魔を殺した男 神永学著 講談社 日本文芸書 11/24

8 京都四条　月岡サヨの小鍋茶屋 柏井壽著 講談社 日本文芸書 11/16

9 小麦の法廷 木内一裕著 講談社 日本文芸書 11/2

10 沙漠と青のアルゴリズム 森晶麿著 講談社 日本文芸書 11/24

11 攫い(サライ)鬼　怪談飯屋古狸 ( シリーズ完結 ) 輪渡颯介著 講談社 日本文芸書 11/9

12 チンギス紀　９　日輪 北方謙三著 集英社 日本文芸書 11/24

13 美麗島プリズム紀行 乃南アサ著 集英社 日本文芸書 11/24

14 るん（笑） 酉島伝法著 集英社 日本文芸書 11/24

15 絶局　本能寺異聞 坂岡真著 小学館 日本文芸書 11/上

16 見果てぬ花 浅田次郎著 小学館 日本文芸書 11/上

17 谷崎潤一郎を知っていますか 阿刀田高著 新潮社 日本文芸書 11/24

18 浄土双六 奥山景布子著 文藝春秋 日本文芸書 11/18

19 いとまの雪　新説忠臣蔵　上 伊集院静著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 12/中

20 白日 月村了衛著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 11/6

21 ふたりでちょうど２００％ 町屋良平著 河出書房新社 日本文芸書 11/2

22 水と礫 ※ 第５７回文藝賞受賞作品 藤原無雨著 河出書房新社 日本文芸書 11/12

23 復讐の協奏曲 （コンチェルト） 中山七里著 講談社 日本文芸書 11/9

24 教室に並んだ背表紙 相沢沙呼著 集英社 日本文芸書 12/2

25 アンダークラス 相場英雄著 小学館 日本文芸書 11/9

26 お龍のいない夜 風野真知雄著 小学館 日本文芸書 11/20

27 聖女か悪女 真梨幸子著 小学館 日本文芸書 11/18

28 十の輪をくぐる 辻堂ゆめ著 小学館 日本文芸書 11/24

29 今夜 小野寺史宜著 新潮社 日本文芸書 11/17

30 ２０２０年の恋人たち 島本理生著 中央公論新社 日本文芸書 11/19

31 江戸染まぬ 青山文平著 文藝春秋 日本文芸書 11/2

32 青春とは、 姫野カオルコ著 文藝春秋 日本文芸書 11/17

33 Ｓｅｖｅｎ　Ｓｔｏｒｉｅｓ　星が流れた夜の車窓から
恩田陸著/井上荒野著/
三浦しをん著/川上弘
美著/桜木紫乃ほか著

文藝春秋 日本文芸書 11/24

34 傍聴者 折原一著 文藝春秋 日本文芸書 11/24

35 男の業の物語 石原慎太郎著 幻冬舎 日本文芸書 11/24

36 書く、読む、生きる（仮） 古井由吉著 草思社 日本文芸書 11/26

37 イスランの白琥珀 乾石智子著 東京創元社 日本文芸書 11/9

38 孤島の来訪者 方丈貴恵著 東京創元社 日本文芸書 11/26

39 探偵は友人ではない 川澄浩平著 東京創元社 日本文芸書 11/9

40 地べたを旅立つ　掃除機探偵の推理と冒険※ 第１０回アガサ・クリスティー賞大賞受賞作品そえだ信著 早川書房 日本文芸書 11/18

41 少女モモのながい逃亡 清水杜氏彦著 双葉社 日本文芸書 11/17

42 ぐっどいヴにんぐ 吉田篤弘著 平凡社 日本文芸書 11/18

43 寂聴　残された日々 瀬戸内寂聴著 朝日新聞出版 日本文芸書 11/4

44 そして、海の泡になる 葉真中顕著 朝日新聞出版 日本文芸書 11/4

45 たべる生活 群ようこ著 朝日新聞出版 日本文芸書 11/4

46 わたしの好きな季語 川上弘美著 ＮＨＫ出版 日本文芸書 11/17

47 ぼくもだよ。　神楽坂の奇跡の木曜日 平岡陽明著 角川春樹事務所 日本文芸書 11/11

48 冬の狩人 大沢在昌著 幻冬舎 日本文芸書 11/16

49 銀の夜 角田光代著 光文社 日本文芸書 11/17

50 ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野圭吾著 光文社 日本文芸書 11/26
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51 サンクチュアリ 岩城けい著 筑摩書房 日本文芸書 11/26

52 日曜日は青い蜥蜴 恩田陸著 筑摩書房 日本文芸書 11/26

53 一橋桐子（７６）の犯罪日記 原田ひ香著 徳間書店 日本文芸書 11/9

54 伊達女 佐藤巖太郎著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 11/5

55 どうしてわたしはあの子じゃないの 寺地はるな著 双葉社 日本文芸書 11/17

56 誘拐ファミリー 新堂冬樹著 双葉社 日本文芸書 11/17

57 お探し物は図書室まで 青山美智子著 ポプラ社 日本文芸書 11/9

58 階段にパレット 東直子著 ポプラ社 日本文芸書 11/9

59 サハリン島 エドゥアルド・ヴェルキン著/北川和美訳/毛利公美訳河出書房新社 外国文芸書 11/26

60 続けてみます ※ ２０１５年大山文学賞受賞作品 ファン・ジョンウン著/呉永雅訳晶文社 外国文芸書 12/1

61 きらめく共和国 アンドレス・バルバ著/宇野和美訳東京創元社 外国文芸書 11/9

62 いかさま師ノリス（仮） ※ エクス・リブリス・クラシックス
クリストファー・イシャ
ウッド著/木村政則訳

白水社 外国文芸書 11/27

63 ミラクル・クリーク ※ ハヤカワ・ミステリ／２０２０年度エドガー賞最優秀新人賞、国際スリラー作家協会賞最優秀新人賞受賞作品アンジー・キム著/服部京子訳早川書房 外国文芸書 11/5

64 ミルクマン ※ ２０１８年ブッカー賞受賞作品 アンナ・バーンズ著/栩木玲子訳河出書房新社 外国文芸書 11/20

65 アルマ ル・クレジオ著/中地義和訳作品社 外国文芸書 11/下

66 １９８４年に生まれて カク景芳著/櫻庭ゆみ子訳中央公論新社 外国文芸書 11/24

67 黒魚（クロウオ）都市 ※ 新☆ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ ／ジョン・Ｗ・キャンベル記念賞受賞作品サム・Ｊ・ミラー著/中村融訳早川書房 外国文芸書 11/19

68 ニッケル・ボーイズ ※ ピュリッツァー賞、カーカス賞、アレックス賞、オーウェル賞受賞作品コルソン・ホワイトヘッド著/藤井光訳早川書房 外国文芸書 11/19

69 香り豊かな　茶葉でおいしい 至福のスイーツ
ムラヨシマサユキ著/坂
田阿希子著/飯塚有紀
子著/小堀紀代美著

家の光協会 くらしの実用書11/16

70 まいにち豆腐レシピ
工藤詩織著/牛尾理恵
レシピ

池田書店 くらしの実用書11/10

71 ごちそうしたい、ほめられたい　実は簡単！　ハレの日ごはん 上田淳子著 ＮＨＫ出版 くらしの実用書11/16

72 ローリングストックで！　防災にそなえるレシピ オレンジページ くらしの実用書11/2

73 ほったらかしでおいしい！　蒸しレシピ ワタナベマキ著 学研プラス くらしの実用書11/24

74 魔法使いたちの料理帳　２ オーレリア・ボーポミエ著/田中裕子訳原書房 くらしの実用書11/20

75 はじめてでもおいしく作れる　リゾット・ピラフ・パエリア 上田淳子著 家の光協会 くらしの実用書11/16

76 お椀ひとつで一汁一菜　雑煮３６５日 松本栄文著 ＮＨＫ出版 くらしの実用書11/25

77 鍋おかず１００　煮込み・蒸し・スープ 鈴木理乃著 永岡書店 くらしの実用書11/6

78 健康と幸福を招く　ばぁばのおせち　 鈴木登紀子著 文化出版局 くらしの実用書11/12

79 おうちで楽しむための　アフタヌーンティーＬＥＳＳＯＮ　プロが教える「心満たすお茶会」のコツ　　　　　　　　　 安達由香里監修 メイツユニバーサルコンテンツくらしの実用書11/13

80 この一冊で全部わかる　ビジネスモデル　基本・成功パターン・作り方が一気に学べる　　　　　 根来龍之著/富樫佳織著/足代訓史著ＳＢクリエイティブビジネス・くらしの経済11/19

81 基礎からのＩＴ担当者リテラシー 増井敏克監修/吉田航著/横山健太著技術評論社 ビジネス・くらしの経済11/18

82 業務改善の問題地図「で、どこから変える？」 進まない、続かない、だれトク改善ごっこ沢渡あまね著/元山文菜著技術評論社 ビジネス・くらしの経済11/4

83 図解で早わかり　最新　医療保険・年金・介護保険のしくみ 森島大吾監修 三修社 ビジネス・くらしの経済11/20

84 リモートワーク大全 壽かおり著 ポプラ社 ビジネス・くらしの経済11/16

85  きらめくバルバスプランツ　手軽にきれいな花が咲く 球根植物＆ケープバルブ       　 竹田薫著 主婦の友社 すまい・住宅・建築11/26

86 これならわかる建築確認申請 上野タケシ著/大庭明典著/来馬輝順著ナツメ社 すまい・住宅・建築11/12

87 続　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11/12

88 レビー小体型認知症　正しい基本知識とケア 内門大丈著 池田書店 健康と家庭の医学11/11

89 不調を食生活で見直すための　からだ大全 池上文雄監修/樫村亜希子監修/川俣貴一監修/加藤智弘監修/松田早苗監修ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学11/16

90 パニック症と過呼吸　発作の恐怖・不安への対処法( 健康ライブラリー ) 稲田泰之監修 講談社 健康と家庭の医学11/24

91 感染症時代のマスクの教科書　的確に選んで、正しくつける 飯田裕貴子著 小学館 健康と家庭の医学12/8

92 歩く力を落とさない技術を網羅！　「足」大全 下北沢病院医師団著 日経ＢＰマーケティング健康と家庭の医学11/18

93 頻尿・尿もれ　泌尿器科の名医が教える最高の治し方大全　　　 高橋悟著/戸山友香著/横山修著/近藤幸尋著/関口由紀ほか著文響社 健康と家庭の医学11/17

94 副鼻腔炎蓄膿症・アレルギー性鼻炎・花粉症　耳鼻科の名医が教える最高の治し方大全                 　　　 大久保公裕ほか著 文響社 健康と家庭の医学11/17

95 イラストでわかる　せん妄・認知症ケア 川畑信也著 法研 健康と家庭の医学11/11

96 患者の話は医師にどう聞こえるのか　診察室のすれちがいを科学する ダニエル・オーフリ著/原井宏明訳/勝田さよ訳みすず書房 健康と家庭の医学11/10

97 子育ての経済学　愛情・お金・選択（仮） マティアス・ドゥプケ著/ファブリッツィオ・ジリボッティ著/鹿田昌美訳/大垣昌夫解説慶應義塾大学出版会教育と福祉 12/7

98 絵本専門士アナウンサーが教える　心をはぐくむ読み聞かせ 杉上佐智枝著 小学館 教育と福祉 11/20

99 おはなしいっぱい！　楽しい手袋シアター ａｍｉｃｏ著 新星出版社 教育と福祉 11/13

100 これでわかる自閉スペクトラム症 市川宏伸監修 成美堂出版 教育と福祉 11/10
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101 命あるがままに　医療的ケアに必要な子どもと家族の物語 野辺明子編著/前田浩利編著/田村正徳監修中央法規出版 教育と福祉 12/8

102 子どもが作る弁当の日　「めんどくさい」は幸せへの近道 城戸久枝著/安武信吾協力文藝春秋 教育と福祉 11/12

103 子どもをキッチンに入れよう！　子どもの好奇心を高める言葉のレシピ 藤野恵美著 ポプラ社 教育と福祉 11/9

104 よくわかる児童文化 川勝泰介編著 ミネルヴァ書房 教育と福祉 11/11

105 法律のプロが教える！　おひとりさまの終活「死後事務委任」 國安耕太著 あさ出版 くらしの法律 11/10

106 ＩＴエンジニアのやさしい法律Ｑ＆Ａ　著作権・開発契約・労働関係・契約書で揉めないための勘どころ　　　 河瀬季著 技術評論社 くらしの法律

107 オンラインビジネスにおける　個人情報＆データ活用の法律実務 渡邊涼介編著/松田世里奈編著/今村敏編著/辛川力太著/小川智史ほか著ぎょうせい くらしの法律

108 働く人を救う！　職場六法 岩出誠著 講談社 くらしの法律 11/6

109 日本国憲法のお誕生　その受容の社会史 江橋崇著 有斐閣 くらしの法律

110 シルクロード全史　上　文明と欲望の十字路 ピーター・フランコパン著/須川綾子訳河出書房新社 歴史と紀行 11/18

111 シルクロード全史　下　文明と欲望の十字路 ピーター・フランコパン著/須川綾子訳河出書房新社 歴史と紀行 11/18

112 デス・ゾーン　栗城史多（クリキノブカズ）のエベレスト劇場※ 第１８回開高健ノンフィクション賞受賞作品河野啓著 集英社 歴史と紀行 11/24

113 アンダーランド　地下と記憶をめぐる旅 ロバート・マクファーレン著/岩崎晋也訳早川書房 歴史と紀行 11/18

114 渋沢栄一伝　道理に欠けず、正義に外れず 井上潤著 ミネルヴァ書房 歴史と紀行 11/上

115 旅する神々 神崎宣武著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本の文化 11/25

116 和家具の世界（仮） 小泉和子著 河出書房新社 日本の文化 11/17

117 神々への美宝　世界遺産「宗像大社神宝館」「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群　　　　　　　　　 宗像大社企画/葦津敬介監修/山村善太郎写真求龍堂 日本の文化 11/10

118 狛犬さんぽ ミノシマタカコ著/川野明正監修グラフィック社 日本の文化 12/5

119 全国厄除け郷土玩具　疫病退散！　入手先・由来・ご利益のすべてがわかる　　　　 中村浩訳著 誠文堂新光社 日本の文化 11/20

120 にほんの行事と四季のしつらい　暮らしを楽しむビジュアル版歳時記　　　　　　　　 　 広田千悦子著 世界文化社 日本の文化 11/25

121 歴史上の人物たちがガイド役！　古典で旅する茶の湯八〇〇年史（仮） 竹本千鶴著 淡交社 日本の文化 11/4

122 万葉樵話（マンヨウショウワ）　万葉集の隠れた世界 多田一臣著 筑摩書房 日本の文化 11/下

123 すぐわかる 日本の装身具　「飾り」と「装い」の文化史（仮） 露木宏編著/宮坂敦子編著東京美術 日本の文化 11/27

124 工芸と民藝　１００年残るもの、１００年残したいもの。( 別冊太陽スペシャル ) 別冊太陽編集部編 平凡社 日本の文化 11/20

125 めでたし　めずらし　瑞獣　珍獣 内山淳一著 パイインターナショナル世界の文化 11/19

126 チューリップの文化誌 ( 花と木の図書館 ) シーリア・フィッシャー著/駒木令訳原書房 世界の文化 11/20

127 ブラック・ライブズ・マター宣言　共同創始者アリシアの語る「新しい人間解放運動」　　　 アリシア・ガーザ監修/松元ちえ訳明石書店 現代社会 11/下

128 文藝春秋オピニオン２０２１年の論点１００( 文春ムック ) 文藝春秋 現代社会 11/20

129 ルポルタージュ　イスラムに生まれて　知られざる女性たちの私生活 読売新聞中東特派員著 ミネルヴァ書房 現代社会 11/中

130 自治体環境行政の基礎 ( 地方自治・実務入門シリーズ)
筑紫圭一著/北村喜宣
編/山口道昭編/出石稔
編

有斐閣 現代社会 12/上

131 ドキュメント　日銀漂流　試練と苦悩の四半世紀 西野智彦著 岩波書店 現代社会 11/26

132 子どもを連れて、逃げました。 西牟田靖著 晶文社 現代社会 11/25

133 こどもホスピスの奇跡　短い人生の「最期」をつくる 石井光太著 新潮社 現代社会 11/24

134 漁業資源の疑問５０ ( みんなが知りたいシリーズ) 髙橋正征著 成山堂書店 現代社会 11/上

135 国際文化交流を実践する 国際交流基金編 白水社 現代社会 11/27

136 電柱鳥類学　スズメはどこに止まってる？( 岩波科学ライブラリー ) 三上修著 岩波書店 サイエンス 11/25

137 世界一わかりやすいイカとタコの図鑑 ロジャー・ハンロン著/マイク・ベッキオーネ著/ルイーズ・オールコック著/水野裕紀子訳/池田譲監訳化学同人 サイエンス 11/16

138 世界のクモ　分類と自然史からみたクモ学入門 ノーマン・Ｉ・プラトニック編/奥村賢一監修/小野展嗣監修グラフィック社 サイエンス 11/6

139 世界のふしぎな木の実図鑑 小林智洋著/山東智紀著/山田英春写真創元社 サイエンス 11/16

140 禍いの科学　正義が悪行に変わるとき ポール・Ａ・オフィット著/関谷冬華訳日経ＢＰマーケティングサイエンス 11/18

141 パワエレ図鑑 森本雅之著 オーム社 テクノロジー 11/下

142 身近なプラスチックがわかる ( ファーストブック ) 西岡真由美著/岩田忠久監修/齋藤勝裕監修技術評論社 テクノロジー 11/12

143 図解まるわかり　５Ｇのしくみ 飯盛英二著/田原幹雄著/中村隆治著翔泳社 テクノロジー 11/2

144 トコトンやさしい電線・ケーブルの本 ( 今日からモノ知りシリーズ ) 福田遵著 日刊工業新聞社 テクノロジー 11/17

145 ラジオ技術・産業の百年史　大衆メディアの誕生と変遷（仮） 岡部匡伸著 勉誠出版 テクノロジー 11/

146 イラストで知る　発声ビジュアルガイド セオドア・ダイモン著/Ｇ．デヴィッド・ブラウン著/竹田数章監訳/篠原玲子訳音楽之友社 芸術・スポーツ 11/下

147 ６０分でわかる！　ｅスポーツ　最前線 日本ｅｓｐｏｒｔｓ促進協会監修技術評論社 芸術・スポーツ 11/19

148 時代をひらく書体をつくる。書体設計士・橋本和夫に聞く　活字・写植・デジタルフォントデザインの舞台裏　　 雪朱里著 グラフィック社 芸術・スポーツ 11/6

149 入門　世界の民族楽器 若林忠宏著 東京堂出版 芸術・スポーツ 11/25

150 中野京子と読み解く　運命の絵３ ( シリーズ完結 ) 中野京子著 文藝春秋 芸術・スポーツ 11/24
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151 魅せる日本舞踊　美しい所作と表現を磨く 花柳壽應監修/花柳輔蔵監修メイツユニバーサルコンテンツ芸術・スポーツ 12/中

152 小学校学年別知識読みもの ２４０ 福岡淳子著/金澤磨樹子編著少年写真新聞社 ライブラリアン 11/20

153 くらやみきんしの国 エミリー・ハワース＝ブース作/おおつかのりこ訳あかね書房 児童読み物 11/下

154 シロクマといっしょにお引っ越し！？
マリア・ファラー作/ダ
ニエル・リエリー絵/杉
本詠美訳

あかね書房 児童読み物 11/下

155 ふぶきのみちは　ふしぎのみち 種村有希子作・絵 アリス館 児童読み物 11/9

156 どうして　なくの？ フラン・ピンタデーラ文/アナ・センデル絵/星野由美訳偕成社 児童読み物 11/24

157 せきれい丸 田島征彦作/木戸内福美作くもん出版 児童読み物 11/18

158 つっきーとカーコのたからもの ( おはなしみーつけた！シリーズ) おくはらゆめ作 佼成出版社 児童読み物 11/18

159 橋の上の子どもたち ( 文学の扉 ) パドマ・ヴェンカトラマン著/田中奈津子訳講談社 児童読み物 11/2

160 ゆうこさんのルーペ
多屋光孫文・絵/藤井克
徳監修/ルーペえほん
プロジェクト編

合同出版 児童読み物 11/下

161 探検！いっちょかみスクール　魔法使いになるには編 宗田理著 静山社 児童読み物 11/11

162 エラゴン１　アラゲイジアの物語　 ( ドラゴンライダー外伝 ) クリストファー・パオリーニ著/大嶌双恵訳静山社 児童読み物 11/11

163 ニマと おにばば ピエール・ベルトラン文/チェン・ジャンホン絵/平岡敦訳徳間書店 児童読み物 11/9

164 人形つかいマリオのお話 ラフィク・シャミ作/たなか鮎子絵/松永美穂訳徳間書店 児童読み物 11/9

165 氷上カーニバル あべ弘士作 のら書店 児童読み物 11/10

166 ネバームーア２　魔法学園の危機 ジェシカ・タウンゼント著/田辺千幸訳早川書房 児童読み物 11/5

167 とっくんトラック ゆきのひにぶぶー いわむらかずお作・絵 ひさかたチャイルド児童読み物 11/9

168 赤ずきん　ＲＥＤ　ＲＩＤＩＮＧ　ＨＯＯＤ
ﾋﾞｱﾄﾘｸｽ･ﾎﾟﾀｰ再話/ﾍﾚ
ﾝ･ｵｸｾﾝﾊﾞﾘｰ絵/角野栄
子訳

文化出版局 児童読み物 11/12

169 大どろぼうジャム・パン　のらねこギンジロウ( 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 11/25

170 迷子の魂 ※ ２０１８年ボローニャ・ラガッツィ賞受賞作品オルガ・トカルチュク文/ヨアンナ・コンセホ絵/小椋彩訳岩波書店 児童読み物 11/5

171 すずめの　うんどうぼうし　つくります ( こどものくに傑作絵本 ) 西本鶏介作/黒井健絵 金の星社 児童読み物 11/3

172 ねこの町の小学校　たのしいえんそく ( わくわくライブラリー ) 小手鞠るい作/くまあやこ絵講談社 児童読み物 11/10

173 防災室の日曜日　カラスてんぐととうめい人間( 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 11/24

174 まちのおばけずかん　マンホールマン ( 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 11/24

175 ひとりひとり ( 講談社の創作絵本 ) 谷川俊太郎詩/いわさきちひろ絵講談社 児童読み物 11/2

176 星空としょかんへようこそ 小手鞠るい作/近藤未奈絵小峰書店 児童読み物 11/下

177 だっこさんかいサンタクロース 角野栄子作/よしむらめぐ絵小学館 児童読み物 12/8

178 イッカボッグ Ｊ．Ｋ．ローリング作/松岡佑子訳静山社 児童読み物 11/24

179 しゅくだいなかなおり ( とっておきのどうわ ) 福田岩緒作・絵 ＰＨＰ研究所 児童読み物 11/19

180 おともだちに　なってくれる？ ( 児童図書館・絵本の部屋 ) サム・マクブラットニィ文/アニタ・ジェラーム絵/小川仁央訳評論社 児童読み物 11/30

181 こたつ ( 日本傑作絵本シリーズ ) 麻生知子作 福音館書店 児童読み物 11/11

182 ふゆごもりのまえに ( 世界傑作絵本シリーズ ) ジャン・ブレット作/こうのすゆきこ訳福音館書店 児童読み物 11/4

183 魔女が相棒？ オコジョ姫とカエル王子 柏葉幸子作/長田恵子絵理論社 児童読み物 11/18

184 みたい！知りたい！博物館はうら側もすごい！ 斎藤靖二監修 ＷＡＶＥ出版 児童ノンフィクション11/

185 自然と環境をまもるきまり ( 人権と自然をまもる法ときまり３) 笹本潤監修/藤田千枝編/新美景子著大月書店 児童ノンフィクション11/16

186 昆布 ( 和食のだしは海のめぐみ１) 日本昆布協会監修/阿部秀樹写真・文偕成社 児童ノンフィクション11/24

187 はじめまして相対性理論　時間ってなに？空間ってなに？ ｼｪﾀﾞｰﾄﾞ・ｶｲﾄﾞ＝ｻﾗｰﾌ・ﾌｪﾛﾝ著/ｴﾄﾞｩｱｰﾙ・ｱﾙﾀﾘｰﾊﾞ著/齋藤慎子訳/橋本幸士監訳化学同人 児童ノンフィクション11/27

188 はじめまして量子力学　ふしぎがいっぱいミクロの世界 ｼｪﾀﾞｰﾄﾞ・ｶｲﾄﾞ＝ｻﾗｰﾌ・ﾌｪﾛﾝ著/ｴﾄﾞｩｱｰﾙ・ｱﾙﾀﾘｰﾊﾞ著/鈴木真奈美訳/橋本幸士監訳化学同人 児童ノンフィクション11/27

189 空飛ぶミジンコのなぞ 星輝行写真・文 少年写真新聞社 児童ノンフィクション12/3

190 こども手に職図鑑　 子供の科学と手に職図鑑編集委員会編誠文堂新光社 児童ノンフィクション11/9

191 こんなにスゴイ！　未来のせかい 増田まもる監修 東京書籍 児童ノンフィクション11/20

192 コツがつかめる！　体育ずかん ( 見る知る考えるずかん ) 遠山健太監修 ほるぷ出版 児童ノンフィクション11/20

193 10歳からの「美術の歴史」がわかる本　世界の名画や彫刻がこの一冊でよくわかる！　　　　　　　　　 下濱晶子監修 メイツユニバーサルコンテンツ児童ノンフィクション11/26

194 日本語オノマトペのえほん 高野紀子作 あすなろ書房 児童ノンフィクション11/中

195 クジラが歩いていたころ　動物たちのおどろくべき進化の旅 ドゥーガル・ディクソン作/ハンナ・ベイリー絵/橋本あゆみ訳化学同人 児童ノンフィクション11/上

196 こうしてヒトになった　人類のおどろくべき進化の旅 マイケル・ブライト作/ハンナ・ベイリー絵/堀江里美訳化学同人 児童ノンフィクション11/上

197 分解する図鑑 ( 小学館の図鑑　ＮＥＯ＋ ) 石井克枝ほか著 小学館 児童ノンフィクション11/20

198 もしもトイレがなかったら　 ( ちしきのもり ) 加藤篤著 少年写真新聞社 児童ノンフィクション11/20

199 人口減少で日本はどうなる？　未来の社会について考えよう！( 楽しい調べ学習シリーズ ) 河合雅司著 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション11/19
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200 このかみなあに？　トイレットペーパーのはなし( 福音館の科学シリーズ ) 谷内つねお作 福音館書店 児童ノンフィクション11/11

201 図解でわかる　１４歳から考える資本主義 インフォビジュアル研究所著太田出版 ヤングアダルト11/6

202 「死にたい」「消えたい」と思ったことがあるあなたへ( １４歳の世渡り術 ) 河出書房新社編集部編 河出書房新社 ヤングアダルト11/26

203 音楽で生きる方法　高校から準備する音大、留学、仕事 相澤真一著/高橋かおり著/坂本光太著/輪湖里奈著青弓社 ヤングアダルト11/25

204 アポロンと５つの神託　４　傲慢王の墓 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11/20

205 大切な人は今もそこにいる　ひびきあう賢治と東日本大震災( 世界をカエル ) 千葉望作 理論社 ヤングアダルト11/20

206 日向丘中学校　カウンセラー室 まはら三桃著/めばち装画アリス館 ヤングアダルト11/25

207 オール・アメリカン・ボーイズ ※ ウォルター・ディーン・マイヤーズ賞、アメリア・ウォールデン賞受賞作品ジェイソン・レノルズ著/ブレンダン・カイリー著/中野怜奈訳偕成社 ヤングアダルト11/16

208 卒業旅行 小手鞠るい著 偕成社 ヤングアダルト11/9

209 家族農業が世界を変える　１３歳からの食と農 関根佳恵著 かもがわ出版 ヤングアダルト11/2

210 モヤモヤしている女の子のための読書案内 １４歳の世渡り術 堀越英美著 河出書房新社 ヤングアダルト11/26

211 ｗｉｔｈ　ｙｏｕ 濱野京子作/中田いくみ画くもん出版 ヤングアダルト11/7

212 エリーゼさんをさがして 梨屋アリエ著 講談社 ヤングアダルト11/17

213 メイド・イン・十四歳 石川宏千花著 講談社 ヤングアダルト11/17

214 気候変動の危機から世界をまもる３０の方法（仮） ＦｏＥ Ｊａｐａｎ編著 合同出版 ヤングアダルト11/下

215 見た目レンタルショップ　化けの皮 石川宏千花著 小学館 ヤングアダルト11/20

216 私を月に連れてって 鈴木るりか著 小学館 ヤングアダルト11/13

217 わたしは大統領の奴隷だった　ワシントン家から逃げ出した奴隷の物語 エリカ・アームストロング著/渋谷弘子訳汐文社 ヤングアダルト11/下

218 １３歳からの「ネットのルール」誰も傷つけないためのスマホリテラシーを身につける本　　　　 小木曽健監修 メイツユニバーサルコンテンツヤングアダルト11/13


