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1 朝と夕の犯罪 降田天著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 9/27

2 共犯者 三羽省吾著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 9/6

3 女子大小路の名探偵 秦建日子著 河出書房新社 日本文芸書 9/10

4 サーカスから来た執達吏 夕木春央著 講談社 日本文芸書 9/28

5 燃える息 パリュスあや子著講談社 日本文芸書 9/27

6 楽園のアダム 周木律著 講談社 日本文芸書 9/1

7 明日、世界がこのままだったら 行成薫著 集英社 日本文芸書 9/21

8 灼熱 葉真中顕著 新潮社 日本文芸書 9/21

9 定形外郵便 堀江敏幸著 新潮社 日本文芸書 9/24

10 三国志名臣列伝　魏篇 宮城谷昌光著 文藝春秋 日本文芸書 9/17

11 播磨国妖綺譚 上田早夕里著 文藝春秋 日本文芸書 9/22

12 かぞえきれない星の、その次の星 重松清著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 9/15

13 子供は怖い夢を見る 宇佐美まこと著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 9/27

14 民王　シベリアの陰謀 池井戸潤著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 9/22

15 子のない夫婦とネコ 群ようこ著 幻冬舎 日本文芸書 9/14

16 新・山女日記 湊かなえ著 幻冬舎 日本文芸書 10/6

17 居酒屋「一服亭」の四季 東川篤哉著 講談社 日本文芸書 9/28

18 旅のない 上田岳弘著 講談社 日本文芸書 9/13

19 本が紡いだ五つの奇跡 森沢明夫著 講談社 日本文芸書 9/14

20 老虎残夢 ※ 第６７回江戸川乱歩賞受賞作品桃野雑派著 講談社 日本文芸書 9/14

21 あかずの扉の鍵貸します 谷瑞恵著 集英社 日本文芸書 10/1

22 Ｎ 道尾秀介著 集英社 日本文芸書 10/1

23 カミサマはそういない 深緑野分著 集英社 日本文芸書 9/21

24 アルテミスの涙 下村敦史著 小学館 日本文芸書 9/15

25 あのころなにしてた？ 綿矢りさ著 新潮社 日本文芸書 9/24

26 邯鄲（カンタン）の島遥かなり　中 貫井徳郎著 新潮社 日本文芸書 9/24

27 虚空へ 谷川俊太郎詩 新潮社 日本文芸書 9/24

28 おまえなんかに会いたくない 乾ルカ著 中央公論新社 日本文芸書 9/7

29 母親からの小包はなぜこんなにダサいのか 原田ひ香著 中央公論新社 日本文芸書 9/6

30 炎上フェニックス ( 池袋ウエストゲートパーク１７) 石田衣良著 文藝春秋 日本文芸書 9/6

31 透明な螺旋 ( ガリレオシリーズ ) 東野圭吾著 文藝春秋 日本文芸書 9/3

32 ばにらさま 山本文緒著 文藝春秋 日本文芸書 9/9

33 ブルース Ｒｅｄ 桜木紫乃著 文藝春秋 日本文芸書 9/21

34 森晶麿著 朝日新聞出版 日本文芸書 10/5

35 乱世を看取った男　山名豊国 吉川永青著 角川春樹事務所 日本文芸書 9/13

36 駆ける　少年騎馬遊撃隊 ※ 第１３回角川春樹小説賞受賞作品稲田幸久著 角川春樹事務所 日本文芸書 10/中

37 開城賭博（仮） 山田正紀著 光文社 日本文芸書 9/21

38 廃遊園地の殺人 斜線堂有紀著 実業之日本社 日本文芸書 9/16

39 嗤う淑女 二人 中山七里著 実業之日本社 日本文芸書 9/2

40 老い蜂 櫛木理宇著 東京創元社 日本文芸書 9/17

41 二十一時の渋谷で　キネマトグラフィカ 古内一絵著 東京創元社 日本文芸書 9/28

42 ９０歳、こんなに長生きするなんて。 曽野綾子著 ポプラ社 日本文芸書 9/13

43 砂に埋もれる犬 桐野夏生著 朝日新聞出版 日本文芸書 10/5

44 涅槃　上 垣根涼介著 朝日新聞出版 日本文芸書 9/15

45 涅槃　下 垣根涼介著 朝日新聞出版 日本文芸書 9/15

46 ペッパーズ・ゴースト 伊坂幸太郎著 朝日新聞出版 日本文芸書 9/29

47 ＥＶ（イヴ） 高嶋哲夫著 角川春樹事務所 日本文芸書 9/21

48 翼の翼（仮） 朝比奈あすか著 光文社 日本文芸書 9/21

49 Ｄｉｓｒｕｐｔｏｒ　金融の破壊者 江上剛著 光文社 日本文芸書 9/21

50 トリカゴ 辻堂ゆめ著 東京創元社 日本文芸書 9/28

51 輝山 澤田瞳子著 徳間書店 日本文芸書 9/29

52 ガラスの海を渡る舟 寺地はるな著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 9/9

53 月と日の后 冲方丁著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 9/16

54 監禁 秋吉理香子著 双葉社 日本文芸書 9/14

55 たそがれ大食堂 坂井希久子著 双葉社 日本文芸書 9/14

56 ブッチャーボーイ ※ アイルランド文学賞受賞作品パトリック・マッケイブ著・矢口誠訳国書刊行会 外国文芸書 9/中

57 ウォーターダンサー ( 新潮クレスト・ブックス) タナハシ・コーツ著・上岡伸雄訳新潮社 外国文芸書 9/24

58 鏡と光　上 ヒラリー・マンテル著・宇佐川晶子訳早川書房 外国文芸書 9/15

59 鏡と光　下 ヒラリー・マンテル著・宇佐川晶子訳早川書房 外国文芸書 9/15

60 野生のアイリス ※ １９９３年ピュリッツァー賞詩部門受賞作品ルイーズ・グリュック著・野中美峰訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ 外国文芸書 9/14

61 中断する死 ジョゼ・サラマーゴ著・雨沢泰訳河出書房新社 外国文芸書 9/16
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62 狙われた楽園 ジョン・グリシャム著・星野真理訳中央公論新社 外国文芸書 9/16

63 魔の山 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 9/21

64 生姜屋さんとつくった まいにち生姜レシピ 古谷公史郎監修・こてらみや著池田書店 くらしの実用書 9/13

65 野菜１つで、こんなにおいしい！ 旬の野菜を食べきるレシピ( 生活実用シリーズ きょうの料理　　　　　　　　　　　) 大庭英子著 ＮＨＫ出版 くらしの実用書 9/15

66 ヘアゴム１本でなんとかする 保科真紀著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ くらしの実用書 9/22

67 スカーフ、ストールの巻き方 基本＆アレンジ１２３通りの巻き方がわかる！        鈴木香穂里監修 秀和システム くらしの実用書 9/27

68 栗のお菓子づくり モンブランからグラッセ、渋皮煮、アイスクリーム、パウンドケーキ、タルト、ショートケーキまで      今井ようこ著・藤沢かえで著誠文堂新光社 くらしの実用書 9/1

69 そうだ ワンピースを作っちゃおう！ 津田蘭子著 永岡書店 くらしの実用書 9/7

70 １００年後も伝えたい 縁起のいい伝統折り紙 小林一夫著 日東書院本社 くらしの実用書 9/17

71 サラダのアイデア帖 小竹貴子著 ＰＨＰ研究所 くらしの実用書 9/2

72 至福のチーズレシピ 若山曜子著 家の光協会 くらしの実用書 9/14

73 段ボールで作る！ 動く、飛ぶ、遊ぶ工作 身近な材料で学ぶエンジニアリング                         ジョナサン・アドルフ著・田中さとし監訳・金井哲夫訳オーム社 くらしの実用書 9/24

74 世界のサンドイッチレシピ 島本美由紀監修 成美堂出版 くらしの実用書 9/3

75 和えもの 春夏秋冬　旬だからこそ手をかけないおいしさがある      ワタナベマキ著 誠文堂新光社 くらしの実用書 9/7

76 仕上がりに差がつく バッグ作りの教科書 越膳夕香著 日本ヴォーグ社 くらしの実用書 9/28

77 布あわせが楽しくなる パッチワークの基礎 岡野栄子著 日本文芸社 くらしの実用書 9/29

78 見るだけＩＴ用語図鑑 ２７８ 草野俊彦著 ＳＢクリエイティブ ビジネス・くらしの経済 9/24

79 超実践！ ＡＩ人材になる本 文系・プログラミング知識ゼロでもＯＫ 大西可奈子監修 学研プラス ビジネス・くらしの経済 9/14

80 図解 経理の基本と実務がわかる事典 武田守監修 三修社 ビジネス・くらしの経済 9/10

81 全図解 メーカーの仕事 山口雄大著・行本顕著・泉啓介著・小橋重信著ダイヤモンド社 ビジネス・くらしの経済 9/28

82 はじめてのネット広告 ( ＤＯＢＯＯＫＳ ) 船井総合研究所著同文舘出版 ビジネス・くらしの経済 9/22

83 人気ＦＰが教える お金・仕事・家事の不安がなくなる 共働き夫婦　最強の教科書内藤眞弓著 東洋経済新報社 ビジネス・くらしの経済 9/22

84 ルールの世界史 伊藤毅著 日経ＢＰマーケティング（発売）／日本経済新聞出版本部（発行）ビジネス・くらしの経済 9/24

85 オークション・デザイン ものの値段はこう決める ポール・ミルグロム著・熊谷玲美訳・安田洋祐監修早川書房 ビジネス・くらしの経済 9/15

86 図解 風の力で住まいを快適にする仕組み 野中俊宏著・森上伸也著・四阿克彦著・並木秀浩著エクスナレッジ すまい・住宅・建築 9/1

87 板目・柾目・木口がわかる 木の図鑑 西川栄明著・小泉章夫監修創元社 すまい・住宅・建築 9/21

88 本当に 小さな庭づくり 高山徹也著 日本文芸社 すまい・住宅・建築 9/29

89 今さら聞けない 有機肥料の話 きほんのき  米ヌカ、鶏糞、モミガラ、竹、落ち葉からボカシ肥、堆肥まで   農文協編 農山漁村文化協会 すまい・住宅・建築 9/9

90 そこが知りたい！ 日本の病院・医療のしくみ 木村憲洋監修 朝日新聞出版 健康と家庭の医学 9/16

91 おうちストレスをためない習慣 杉岡充爾著 インプレス 健康と家庭の医学 9/17

92 図解 最新医学でわかった 突然死にならない方法  血管の病気がいちばん怖い　　　　　　     　　　　　　　　　　高沢謙二著 エクスナレッジ 健康と家庭の医学 9/16

93 ココが知りたかった！ 目の病気のメカニズム 飯島裕幸著 技術評論社 健康と家庭の医学 9/28

94 ４０歳からの予防医学　医者が教える科学的な健康習慣 森勇磨著 ダイヤモンド社 健康と家庭の医学 9/28

95 治りにくい心の病 久保田正春著 法研 健康と家庭の医学 9/21

96 特別支援が必要な子どもの進路の話（仮） 山内康彦著 ＷＡＶＥ出版 教育と福祉 9/7

97 脳トレで機能向上　ホワイトボードレク　 ( レクリエブックス ) 森木勇一郎監修 世界文化社 教育と福祉 9/15

98 マンガでわかる わたしの味方になる法律の話 遠藤研一郎著 大和書房 くらしの法律 9/9

99 法から学ぶ文化政策 小林真理著・小島立著有斐閣 くらしの法律 10/中

100 図説 江戸の旅 名所図会の世界 ( ふくろうの本 ) 深光富士男著 河出書房新社 歴史と紀行 9/24

101 税金の世界史 ドミニク・フリスビー著・中島由華訳河出書房新社 歴史と紀行 9/13

102 団体旅行の文化史 山本志乃著 創元社 歴史と紀行 9/15

103 冷蔵と人間の歴史　古代ペルシアの地下水路から、物流革命、エアコン、人体冷凍保存まで   トム・ジャクソン著・片岡夏実訳築地書館 歴史と紀行 9/16

104 魂を撮ろう ユージン・スミスとアイリーンの水俣 石井妙子著 文藝春秋 歴史と紀行 9/8

105 地図と写真でみる 昭和史１９２６ー１９４５ ( 別冊太陽スペシャル) 地理情報開発編 平凡社 歴史と紀行 9/30

106 うちの江戸美人 いずみ朔庵著・ポーラ文化研究所監修晶文社 日本の文化 9/24

107 きもの語辞典　着物にまつわる言葉をイラストと豆知識で小粋に読み解く    岡田知子著・木下着物研究所監修誠文堂新光社 日本の文化 9/10

108 もっと知りたい 柳宗悦と民藝運動 杉山享司監修・著・石井頼子著・鷺珠江著・白鳥誠一郎ほか著東京美術 日本の文化 9/24

109 懐かしくて新しい 銭湯学のススメ  お風呂屋さんを愉しむとっておき案内        町田忍監修 メイツユニバーサルコンテンツ日本の文化 9/30

110 山に生きる 失われゆく山暮らし、山仕事の記録 三宅岳著 山と溪谷社 日本の文化 9/16

111 図説 新約聖書の考古学 ( ふくろうの本 ) 杉本智俊著 河出書房新社 世界の文化 9/22

112 中国料理の世界史 美食のナショナリズムをこえて 岩間一弘著 慶應義塾大学出版会世界の文化 9/13

113 発酵食品の歴史 微生物と人間の食の歴史 クリスティーン・ボームガースバー著・井上廣美訳原書房 世界の文化 9/17

114 ヨーグルトの歴史 ( 「食」の図書館 ) ジューン・ハーシュ著・富原まさ江訳原書房 世界の文化 9/17

115 ２０３０ 未来への分岐点 １ 持続可能な世界は築けるのか ＮＨＫスペシャル取材班編著ＮＨＫ出版 現代社会 9/24

116 親も子も楽になる ひきこもり 心の距離を縮めるコミュニケーションの方法       山根俊恵著 中央法規出版 現代社会 9/9

117 それでも選挙に行く理由（仮） アダム・プシェヴォスキ著・粕谷祐子訳・山田安珠訳白水社 現代社会 9/17

118 子どもを育てられるなんて思わなかった　ＬＧＢＴＱと伝統的な家族のこれから　　　           　　　 古田大輔編・杉山文野著・松岡宗嗣著・山下知子著山川出版社 現代社会 9/24

119 知識ゼロからの空き家対策 杉谷範子著・名和泰典著幻冬舎 現代社会 9/14

120 死体格差 異状死１７万人の衝撃 山田敏弘著 新潮社 現代社会 9/14

121 ＰＴＡ モヤモヤの正体 役員決めから会費、親も知らない問題まで( 筑摩選書 ) 堀内京子著 筑摩書房 現代社会 9/15

122 ディープフェイク ニセ情報の拡散者たち ニーナ・シック著・片山美佳子訳日経ＢＰマーケティング現代社会 9/16



２０２１年9月新刊案内

Ｎｏ． 書名・シリーズ・受賞情報など 書名・シリーズ・受賞情報など 書名・シリーズ・受賞情報など

123 娘の遺体は凍っていた 旭川女子中学生イジメ凍死事件 文春オンライン特集班著文藝春秋 現代社会 9/8

124 図解 身近にあふれる自然災害が３時間でわかる本 左巻健男編著 明日香出版社 サイエンス 9/14

125 解きたくなる数学 佐藤雅彦著・大島遼著・廣瀬隼也著岩波書店 サイエンス 9/28

126 オオカミ ＳＰＩＲＩＴ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＷＩＬＤ トッド・Ｋ・フラー著・竹田純子訳・幸島司郎監修・植田彩容子監修化学同人 サイエンス 9/10

127 楽しい地層図鑑 小白井亮一著 草思社 サイエンス 10/中

128 図解即戦力 暗号と認証のしくみと理論がしっかりわかる教科書 光成滋生著 技術評論社 テクノロジー 9/21

129 図解でわかるカーボンニュートラル 脱炭素を実現するクリーン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 9/6

130 優しいロボット 松井龍哉著 大和書房 テクノロジー 9/16

131 きちんと知りたい！ モータの原理としくみの基礎知識 白石拓著 日刊工業新聞社 テクノロジー 9/29

132 図解 よくわかる金属加工 原材料から金属製品ができるまで 吉村泰治著 日刊工業新聞社 テクノロジー 9/29

133 基礎から楽しく学ぶ ファッション画 木村知世著・高村是州監修インプレス 芸術・スポーツ 9/上

134 焚き火の作法 寒川一著 学研プラス 芸術・スポーツ 9/28

135 教養としての写真全史 写真は何を写し、何を伝えてきたのか( 筑摩選書 ) 鳥原学著 筑摩書房 芸術・スポーツ 10/12

136 はじめてのボタニカルアート 透明水彩で描く、花と植物の細密画 小林英成著 日本文芸社 芸術・スポーツ 9/15

137 描かれた器 絵画と文学のヨーロッパ陶磁 大平雅巳著 平凡社 芸術・スポーツ 9/15

138 芹沢〓介の日本 ( 別冊太陽日本のこころ) 静岡市立芹沢〓介美術館監修平凡社 芸術・スポーツ 9/24

139 優しい語り手 ノーベル文学賞記念講演 オルガ・トカルチュク著・小椋彩訳・久山宏一訳岩波書店 ライブラリアン 9/28

140 ノーベル文学賞のすべて 都甲幸治編著 リットーミュージック（発売）／立東舎（発行）ライブラリアン 9/15

141 わたしのバイソン ※ ジェローム・マン賞受賞作品ガヤ・ヴィズニウスキ作・清岡秀哉訳偕成社 児童読み物 9/28

142 バーナバスの だいだっそう ※ ２０２１カナダ総督賞・絵本賞受賞作品ファン・ブラザーズ作・原田勝訳学研プラス 児童読み物 9/21

143 せんろはつづく にほんいっしゅう 鈴木まもる文・絵 金の星社 児童読み物 9/21

144 おさるのゆめ ( どうわがいっぱい ) いとうひろし作・絵講談社 児童読み物 9/28

145 ゴリラさんは ( 講談社の創作絵本 ) 北村裕花作 講談社 児童読み物 9/27

146 天の台所 落合由佳著 講談社 児童読み物 9/21

147 ぶくぶく　ざばあ ( 講談社の幼児えほん) 新井洋行作・田中六大絵講談社 児童読み物 10/5

148 まっくろ ( 講談社の創作絵本 ) 高崎卓馬作・黒井健絵講談社 児童読み物 9/20

149 物語　王さまとかじや ジェイコブ・ブランク文・ルイス・スロボドキン絵・八木田宜子訳徳間書店 児童読み物 9/16

150 おもちゃびょういん ( ＭＯＥのえほん ) 木島誠悟作 白泉社 児童読み物 9/1

151 ポッポポーン ( ＭＯＥのえほん ／第９回ＭＯＥ創作絵本グランプリ受賞作品) たまむらさちこ作白泉社 児童読み物 9/1

152 ばあばに えがおを とどけてあげる ( 児童図書館・絵本の部屋) コーリン・アーヴェリス文・イザベル・フォラス絵・まつかわまゆみ訳評論社 児童読み物 9/16

153 おばけと友だちになる方法 ( 世界傑作絵本シリーズ) レベッカ・グリーン作・岸本佐知子訳福音館書店 児童読み物 9/1

154 プンスカジャム ( 福音館創作童話シリーズ) くどうれいん作・くりはらたかし絵福音館書店 児童読み物 9/1

155 いっぱい　さんせーい！ 宮西達也作・絵 フレーベル館 児童読み物 9/2

156 すうがくで せかいをみるの ( 海外秀作絵本 ) ミゲル・タンコ作・福本友美子訳ほるぷ出版 児童読み物 9/14

157 ダヤンと霧の竜 ( ダヤンの冒険物語 ) 池田あきこ作 ほるぷ出版 児童読み物 9/14

158 チリとチリリ　よるのおはなし どいかや作 アリス館 児童読み物 9/14

159 おさるのジョージ　うんどうかいにでる Ｍ．＆Ｈ．Ａ．レイ原作・福本友美子訳岩波書店 児童読み物 9/16

160 おさるのジョージ　とうひょうをする Ｍ．＆Ｈ．Ａ．レイ原作・福本友美子訳岩波書店 児童読み物 9/16

161 おてんばヨリーとひげおじさん アニー・Ｍ．Ｇ．シュミット作・フィープ・ヴェステンドルプ絵・西村由美訳岩波書店 児童読み物 9/10

162 もうひとつのアンデルセン童話 斉藤洋作・広瀬弦絵偕成社 児童読み物 9/21

163 おばけくんのハロウィン 新井洋行作・絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 児童読み物 9/14

164 おかあさん　ごめんなさい みやにしたつや作・絵金の星社 児童読み物 9/9

165 カピバラのだるまさんがころんだ ( こどものくに傑作絵本) 中川ひろたか作・柴田ケイコ絵金の星社 児童読み物 9/15

166 ぎんいろのねこ ( こどものくに傑作絵本) あまんきみこ作・えがしらみちこ絵金の星社 児童読み物 9/10

167 そらからおちてきてん ジョン・クラッセン作・長谷川義史訳クレヨンハウス 児童読み物 9/15

168 きょうも　のはらで エズラ・ジャック・キーツ絵・石津ちひろ訳好学社 児童読み物 9/10

169 うさぎのマリーのフルーツパーラー　まいごのこねこ( わくわくライブラリー) 小手鞠るい作・永田萠絵講談社 児童読み物 9/21

170 青いつばさ ※ 銀の石筆賞受賞作品 シェフ・アールツ作・長山さき訳徳間書店 児童読み物 9/16

171 因幡の素兎（シロウサギ） オオナムチ 飯野和好文・絵 パイインターナショナル児童読み物 9/13

172 しゅくだいがっしょう ( とっておきのどうわ) 福田岩緒作・絵 ＰＨＰ研究所 児童読み物 9/2

173 オニのサラリーマン　じごく・ごくらく運動会 ( 日本傑作絵本シリーズ) 富安陽子作・大島妙子絵福音館書店 児童読み物 9/8

174 黄色い夏の日 ( 福音館創作童話シリーズ) 高楼方子作・木村彩子画福音館書店 児童読み物 9/8

175 体育がある ( 文研ブックランド ) 村中李衣作・長野ヒデ子絵文研出版 児童読み物 9/上

176 おじいちゃんの　ねがいごと パトリシア・マクラクラン文・クリス・シーバン絵・なかがわちひろ訳光村教育図書 児童読み物 9/28

177 クマが出た！助けてベアドッグ　クマ対策犬のすごい能力 太田京子著 岩崎書店 児童ノンフィクション 9/13

178 もしも動物と話せたら？ ｼﾞｪｲｿﾝ・ﾋﾞｯﾃﾙ文・ｹﾙｼｰ・ﾊﾞｾﾞﾙ絵・松藤留美子訳・今福道夫監修化学同人 児童ノンフィクション 9/14

179 未来をつくる仕事がここにある　通信会社図鑑 いわた慎二郎著・ＮＴＴ東日本監修日経ＢＰマーケティング児童ノンフィクション 9/16

180 ドングリのあな　どうしてあいたの？ ( はっけん！どこでもだいしぜん２) かんちくたかこ文・箕輪義隆絵・奥山清市監修文一総合出版 児童ノンフィクション 9/29

181 ヒグマの旅　森と川、山と海 ( 命のつながり１ ) 二神慎之介写真・文文一総合出版 児童ノンフィクション 9/9

182 仲間と暮らすニホンザル　たより、たよられ、生きてます。( 命のつながり２ ) ゆうきえつこ文・福田幸広写真文一総合出版 児童ノンフィクション 9/16

183 世界じゅうの女の子のための日　国際ガールズ・デーの本 ｼﾞｪｼｶ・ﾊﾝﾌﾘｰｽﾞ文・ﾛﾅ・ｱﾝﾌﾞﾛｰｽﾞ文・ｻｲﾓﾝ・ｼﾝ絵・ﾌﾟﾗﾝ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ訳・解説大月書店 児童ノンフィクション 9/15
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Ｎｏ． 書名・シリーズ・受賞情報など 書名・シリーズ・受賞情報など 書名・シリーズ・受賞情報など

184 古典がおいしい！ 平安時代のスイーツ 前川佳代著・宍戸香美著かもがわ出版 児童ノンフィクション 9/上

185 まちのナニコレ？図鑑 ( 小学館キッズペディア) 小学館編 小学館 児童ノンフィクション 9/16

186 災害伝承の大研究　命を守るために、どう伝える？( 楽しい調べ学習シリーズ) 佐藤翔輔監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション 9/2

187 すてきなタータンチェック ( たくさんのふしぎ傑作集) 奥田実紀文・穂積和夫絵福音館書店 児童ノンフィクション 9/15

188 きみとホームで待ち合わせ 神戸遥真著・浅見なつ絵講談社 ヤングアダルト 9/7

189 ＃マイネーム 黒川裕子著 さ・え・ら書房 ヤングアダルト 9/15

190 １４歳から考えたい　優生学 フィリッパ・レヴィン著・斉藤隆央訳すばる舎 ヤングアダルト 10/5

191 オリシャ戦記　美徳と復讐の子 トミ・アデイェミ著・三辺律子訳静山社 ヤングアダルト 9/14

192 しれっと逃げ出すための本。 ( 心の友だちシリーズ) ヨシダナギ著 ＰＨＰ研究所 ヤングアダルト 9/2

193 ＳＤＧｓ入門　未来を変えるみんなのために ( 岩波ジュニアスタートブックス) 蟹江憲史著 岩波書店 ヤングアダルト 9/28

194 なんで英語、勉強すんの？ ( 岩波ジュニアスタートブックス) 鳥飼玖美子著 岩波書店 ヤングアダルト 9/28


