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1 シリウスの反証 大門剛明著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 10/27

2 虚魚(ソラザカナ） ※第４１回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞 大賞受賞作品新名智著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 10/20

3 秋のカテドラル 遠藤周作初期短篇集 遠藤周作著 河出書房新社 日本文芸書 10/20

4 あなたに安全な人 木村紅美著 河出書房新社 日本文芸書 10/25

5 弟切抄（オトギリショウ） 鎌倉幕府草創記 森山光太郎著 河出書房新社 日本文芸書 10/20

6 二千億の果実 宮内勝典著 河出書房新社 日本文芸書 10/20

7 ミルクとコロナ 白岩玄著/山崎ナオコーラ著河出書房新社 日本文芸書 10/25

8 怖ガラセ屋サン 澤村伊智著 幻冬舎 日本文芸書 10/25

9 宿命（リベンジ） 石原慎太郎著 幻冬舎 日本文芸書 10/25

10 あさひは失敗しない 真下みこと著 講談社 日本文芸書 10/19

11 畏れ入谷の彼女の柘榴 舞城王太郎著 講談社 日本文芸書 10/18

12 だからわたしたちは、すれ違う（仮） 宮西真冬著 講談社 日本文芸書 10/26

13 ご機嫌剛爺 人生は、面白く楽しく！ 逢坂剛著 集英社 日本文芸書 10/22

14 原罪　キツネ目は生きていた 山本音也著 小学館 日本文芸書 11/中

15 救国ゲーム 結城真一郎著 新潮社 日本文芸書 10/18

16 ここに物語が 梨木香歩著 新潮社 日本文芸書 10/27

17 黙約のメス 本城雅人著 新潮社 日本文芸書 10/27

18 憂行日記 北杜夫著/斎藤国夫編新潮社 日本文芸書 10/18

19 戦神の裔（イクサガミノスエ） 矢野隆著 中央公論新社 日本文芸書 10/14

20 月夜の羊 紅雲町珈琲屋こよみ 吉永南央著 文藝春秋 日本文芸書 10/6

21 万葉と沙羅 中江有里著 文藝春秋 日本文芸書 10/19

22 米澤堂書店（仮） 米澤穂信著 文藝春秋 日本文芸書 11/8

23 失われた岬 篠田節子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 10/27

24 闇祓（ヤミハラ） 辻村深月著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 10/27

25 レインメーカー 真山仁著 幻冬舎 日本文芸書 10/25

26 オリンピックにふれる 吉田修一著 講談社 日本文芸書 10/上

27 現代生活独習ノート 津村記久子著 講談社 日本文芸書 11/上

28 死にふさわしい罪 ＫＺ Ｕｐｐｅｒ Ｆｉｌｅ　 藤本ひとみ著 講談社 日本文芸書 10/25

29 真・慶安太平記 真保裕一著 講談社 日本文芸書 10/26

30 ７．５グラムの奇跡 砥上裕將著 講談社 日本文芸書 10/5

31 北緯４３度のコールドケース ※第６７回江戸川乱歩賞受賞作品伏尾美紀著 講談社 日本文芸書 10/4

32 ルパンの絆 横関大著 講談社 日本文芸書 10/4

33 剛心 木内昇著 集英社 日本文芸書 11/2

34 塞王の楯 今村翔吾著 集英社 日本文芸書 10/22

35 フェイクフィクション 誉田哲也著 集英社 日本文芸書 11/2

36 幻の旗の下に 堂場瞬一著 集英社 日本文芸書 10/22

37 ボーダーライト 今野敏著 小学館 日本文芸書 10/18

38 らんたん 柚木麻子著 小学館 日本文芸書 10/25

39 邯鄲（カンタン）の島遥かなり 下 貫井徳郎著 新潮社 日本文芸書 10/27

40 夜が明ける 西加奈子著 新潮社 日本文芸書 10/18

41 星を掬う 町田そのこ著 中央公論新社 日本文芸書 10/14

42 舞風（ブフウ）のごとく あさのあつこ著 文藝春秋 日本文芸書 10/6

43 ミカエルの鼓動 柚月裕子著 文藝春秋 日本文芸書 10/5

44 ものがたりの賊（ヤカラ） 真藤順丈著 文藝春秋 日本文芸書 11/4

45 海神 染井為人著 光文社 日本文芸書 10/18

46 デンデケ・アンコール 芦原すなお著 作品社 日本文芸書 10/15

47 国萌ゆる 小説 原敬 平谷美樹著 実業之日本社 日本文芸書 10/5

48 一人でぽつんと生きればいい 曽野綾子著 祥伝社 日本文芸書 10/29

49 大鞠家殺人事件 芦辺拓著 東京創元社 日本文芸書 10/8

50 久遠の島 乾石智子著 東京創元社 日本文芸書 10/15

51 ぼくらはアン 伊兼源太郎著 東京創元社 日本文芸書 10/27

52 ＳＩＰ　超知能警察 山之口洋著 双葉社 日本文芸書 10/19

53 小さい予言者 浮穴みみ著 双葉社 日本文芸書 10/19

54 むかしむかしあるところに、やっぱり死体がありました。 青柳碧人著 双葉社 日本文芸書 10/19

55 徳川埋蔵金はここにある 歴史はバーで作られる２ 鯨統一郎著 双葉社 日本文芸書 10/19

56 御坊日々 畠中恵著 朝日新聞出版 日本文芸書 11/2

57 月夜の森の梟 小池真理子著 朝日新聞出版 日本文芸書 11/2

58 チグリジアの雨（仮） 小林由香著 角川春樹事務所 日本文芸書 10/13

59 就活ザムライの大誤算 安藤祐介著 光文社 日本文芸書 10/18

60 ビタートラップ 月村了衛著 実業之日本社 日本文芸書 10/27

61 あの春がゆき　この夏がきて 乙川優三郎著 徳間書店 日本文芸書 10/14

62 ディープフェイク 福田和代著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 10/12
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63 氷の城 タリアイ・ヴェーソス著/朝田千惠訳/アンネ・ランデ・ペータス訳国書刊行会 外国文芸書 10/

64 冬 ( 新潮クレスト・ブックス) アリ・スミス著/木原善彦訳新潮社 外国文芸書 10/27

65 士官たちと紳士たち 誉れの剣２ ( エクス・リブリス・クラシックス) イーヴリン・ウォー著/小山太一訳白水社 外国文芸書 10/28

66 アポカリプス・ベイビー ※２０１０年ルノードー賞受賞作品ヴィルジニー・デパント著/齋藤可津子訳早川書房 外国文芸書 10/18

67 ケルト人の夢 マリオ・バルガス＝リョサ著/野谷文昭訳岩波書店 外国文芸書 10/27

68 雨の島 呉明益著/及川茜訳河出書房新社 外国文芸書 10/19

69 春どきのフレッド伯父さん ウッドハウス名作選 Ｐ・Ｇ・ウッドハウス著/森村たまき訳国書刊行会 外国文芸書 10/上

70 夜の声 スティーヴン・ミルハウザー著/柴田元幸訳白水社 外国文芸書 10/28

71 野菜はやわらかく煮るほどおいしい くったり、しっとり、クタクタと 飛田和緒著 グラフィック社 くらしの実用書 10/6

72 ４０代からの見直しメイク 目元＆肌から輝く キレイの常識の棚卸し 齋藤有希子著 グラフィック社 くらしの実用書 10/6

73 簡単・生地から作る本格点心 市川友茂著 講談社 くらしの実用書 10/26

74 基本調味料で作る 体にいい作りおき 齋藤菜々子著 主婦と生活社 くらしの実用書 10/13

75 ロックミシンって ぶっちゃけ買ったほうがいいですか？ 主婦と生活社編 主婦と生活社 くらしの実用書 10/13

76 藤井恵の 毎日大豆 藤井恵著 主婦の友社 くらしの実用書 10/21

77 柑橘のお菓子とデザート 江藤英樹著/金井史章著/木村琢朗著/古野さつきほか著 誠文堂新光社 くらしの実用書 10/13

78 大人のコートの本 ( ハートウォーミングライフシリーズ) 前川友子著 日本ヴォーグ社 くらしの実用書 10/4

79 焼き菓子の教科書　基本テクニックから映えるデコレーションまで 熊谷裕子著 河出書房新社 くらしの実用書 10/19

80 いまさら聞けない 箸の持ち方レッスン 中原麻衣子著 主婦の友社 くらしの実用書 10/1

81 おうちでできちゃう！ カスタマイズお直し 高畠海著 新星出版社 くらしの実用書 10/29

82 味付けや保存、体に優しい使い方がわかる　塩の料理帖 角田真秀著 誠文堂新光社 くらしの実用書 10/13

83 お味噌知る　一汁一菜のためのみんなの味噌汁レシピ 土井善晴著/土井光著世界文化社 くらしの実用書 10/26

84 あったか、かわいい、心地いい　けいとのパンツ 日本ヴォーグ社 くらしの実用書 10/1

85 賞状の書き方　上達レッスン　この一冊で基本から応用まで 清水克信監修 メイツユニバーサルコンテンツくらしの実用書 10/28

86 ＩＳＯマネジメントシステムが一番わかる 日本品質保証機構著技術評論社 ビジネス・くらしの経済 10/26

87 働き方のデジタルシフト　リモートワークからはじめる、しなやかな組織作りの処方箋石井大輔著/村上健太著/村上智之著/真銅正孝著技術評論社 ビジネス・くらしの経済 10/22

88 スーツは経費で落ちますか？　税理士による税知り本　賢い節税・トクする申告高橋浩之著 合同出版 ビジネス・くらしの経済 10/中

89 図解まるわかり　ＤＸのしくみ 西村泰洋著 翔泳社 ビジネス・くらしの経済 10/7

90 本当に賢い会社のたたみ方 花本明宏著 ぱる出版 ビジネス・くらしの経済 10/5

91 世界「失敗製品」図鑑　攻めた失敗２０ケースでわかる成功への近道 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 10/13

92 給与明細から読み解くお金のしくみ（仮） 高橋創監修 日東書院本社 ビジネス・くらしの経済 10/13

93 すごい平屋 エクスナレッジ すまい・住宅・建築 10/21

94 がまんしない家　これからの生活様式への住まいのリセット術 水越美枝子著 ＮＨＫ出版 すまい・住宅・建築 10/26

95 矩計図（カナバカリズ）って何なん！？　よくわからないんだが… 蕪木孝典著/長沖充著/杉本龍彦著/伊藤茉莉子ほか著オーム社 すまい・住宅・建築 11/

96 絶対後悔しない！　豪雨・地震に強い住まいの選び方（仮） 小口悦央著 河出書房新社 すまい・住宅・建築 10/22

97 おいしい果樹の育て方　苗木選びから剪定、料理まで 野田勝二著 西東社 すまい・住宅・建築 10/15

98 農家が教える　足場パイプ＆塩ビパイプで便利道具 アイデア農具・小屋・棚DIY農文協編 農山漁村文化協会 すまい・住宅・建築 10/4

99 川崎病がよくわかる本 ( 健康ライブラリーイラスト版) 土屋恵司監修 講談社 健康と家庭の医学 10/5

100 はじめての不妊治療　体外受精と検査 森本義晴監修 主婦の友社 健康と家庭の医学 10/14

101 ぜんそく・気管支炎・ＣＯＰＤ　呼吸器とアレルギーの名医が教える最高の治し方大全足立満ほか著 文響社 健康と家庭の医学 10/4

102 最新版　発達障害の子どもを伸ばす　ほめ方・しかり方・言葉かけ 宮尾益知監修 河出書房新社 教育と福祉 10/25

103 自閉スペクトラム症の女の子が出会う世界　幼少期から老年期まで サラ・ヘンドリックス著/堀越英美訳河出書房新社 教育と福祉 10/22

104 こどもの「じんけん」まるわかり ( イラストＢＯＯＫたのしい保育) 汐見稔幸著/新保庄三著/野澤祥子著ぎょうせい 教育と福祉 10/中

105 文系研究者になる　研究する人生を歩むためのガイドブック 石黒圭著 研究社 教育と福祉 10/22

106 発達障害のある人の考え方・ものの見方　一人ひとりのくせを理解する下山晴彦監修/黒田美保監修ミネルヴァ書房 教育と福祉 11/

107 公務員の危機管理広報・メディア対応 非難報道・炎上・バッシングの予防と応急措置宇於崎裕美著 学陽書房 くらしの法律 10/20

108 記憶に残る 廃村旅 浅原昭生著 実業之日本社 歴史と紀行 11/4

109 史書を旅する 読売新聞文化部編中央公論新社 歴史と紀行 10/14

110 絵巻で歩む 宮廷世界の歴史 五味文彦著 山川出版社 歴史と紀行 11/2

111 空鉄　諸国鉄道空撮記 吉永陽一著 山と溪谷社 歴史と紀行 10/14

112 医療民俗学序説　日本人は厄災とどう向き合ってきたか（仮） 畑中章宏著 春秋社 日本の文化 10/中

113 仲人の近代　見合い結婚の歴史社会学 阪井裕一郎著 青弓社 日本の文化 10/25

114 日本の婚礼衣裳　寿ぎのきもの 長崎巌著 東京美術 日本の文化 10/26

115 人物から知る　妖怪学前史（仮） 伊藤慎吾編/氷厘亭氷泉編勉誠出版 日本の文化 10/

116 俳句いまむかし　ふたたび 坪内稔典著 毎日新聞出版 日本の文化 10/27

117 ４７都道府県・伝統工芸百科 関根由子著/佐々木千雅子著/指田京子著丸善出版 日本の文化 10/29

118 白川静さんに学ぶ コロナ時代の二字熟語 小山鉄郎著 論創社 日本の文化 10/

119 ユリの文化誌 花と木の図書館 マーシャ・ライス著/上原ゆうこ訳原書房 世界の文化 10/20

120 エッセンシャル仏教　教理・歴史・多様化 デール・Ｓ・ライト著/佐々木閑監訳/関根光宏訳みすず書房 世界の文化 10/18

121 新しい地域ネットワークの教科書　ご近所の共助があなたの未来をひらく伊藤幹夫著 あさ出版 現代社会 10/14

122 Ｔｅｃｈ　Ｓｔｒｅｓｓ（テック・ストレス）　人類が初めて遭遇する新しいストレスｴﾘｯｸ･ﾍﾟﾊﾟｰ著/ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾊｰｳﾞｪｲ著/ﾅﾝｼｰ･ﾌｧｰｽ著/竹林直紀日本語版監修/中川朋訳青春出版社 現代社会 11/中

123 女性の生きづらさとジェンダー　片隅の言葉と向き合う心理学 心理科学研究会ジェンダー部会編有斐閣 現代社会 10/下

124 わたしは「セロ弾きのゴーシュ」　中村哲が本当に伝えたかったこと 中村哲著 ＮＨＫ出版 現代社会 10/21
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125 性的マイノリティサポートブック 共生会ＳＨＯＷＡ編著かもがわ出版 現代社会 10/22

126 ビルマ　危機の本質 タンミンウー著/中里京子訳河出書房新社 現代社会 10/19

127 私たちはいつまで危険な場所に住み続けるのか　 自然災害が突き付けるニッポンの超難問木村駿著/眞鍋政彦著/荒川尚美著日経ＢＰマーケティング現代社会 10/20

128 世界は「関係」でできている　美しくも過激な量子論 カルロ・ロヴェッリ著/冨永星訳ＮＨＫ出版 サイエンス 10/27

129 たくましくて美しい　ウニと共生生物図鑑 山守瑠奈著 創元社 サイエンス 10/14

130 知って楽しいカモ学講座　カモ、ガン、ハクチョウのせかい 嶋田哲郎著/森本元監修緑書房 サイエンス 10/5

131 正しく怖がるフィッシング詐欺 大角祐介著 オーム社 テクノロジー 10/15

132 光・電波・電磁波の基本と応用がわかる本 堀越智著/三谷友彦著/樫村京一郎著オーム社 テクノロジー 10/25

133 図解入門よくわかる 最新半導体デバイスの基本と仕組み　ＩｏＴ、ＡＩ、５Ｇのデバイステクノロジーのトレンド予測佐藤淳一著 秀和システム テクノロジー 11/2

134 ＩｏＴ　モノのインターネット ( やさしく知りたい先端科学シリーズ) 高安篤史著 創元社 テクノロジー 10/19

135 トコトンやさしい 乾燥技術の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 立元雄治著/中村正秋著日刊工業新聞社 テクノロジー 10/28

136 ビジュアル版　バーチャル・リアリティ百科　進化するＶＲの現在と可能性 ｲﾝﾃﾞｨﾗ・ﾄｩｰｳﾞｪﾆﾝ著/ﾛﾏﾝ･ﾙﾛﾝ著/塚田学監修/水野拓宏監修/大塚宏子訳 原書房 テクノロジー 10/21

137 トウシューズのすべて 歴史から、作り方、選び方、履き方、踊り方、鍛え方まで「ポワント」を徹底分析！富永明子編著 誠文堂新光社 芸術・スポーツ 10/15

138 歴史からでも楽しい！ おもしろ日本音楽（仮） 釣谷真弓著 東京堂出版 芸術・スポーツ 10/25

139 図解 近代日本音楽史 田中健次著 東京堂出版 芸術・スポーツ 10/25

140 最後の一年　緊急事態宣言　学年アスリートたちの闘い 毎日新聞運動部著毎日新聞出版 芸術・スポーツ 10/6

141 光吉夏弥　戦後絵本の源流 澤田精一著 岩波書店 ライブラリアン 10/5

142 １００万回死んだねこ　覚え違いタイトル集 福井県立図書館編講談社 ライブラリアン 10/18

143 くぬぎのもりの どきどきはっぴょうかい ふくざわゆみこ作・絵アリス館 児童読み物 10/18

144 とうみんホテル グッスリドーゾ ( えほんのぼうけん ) かめおかあきこ作岩崎書店 児童読み物 10/12

145 サンタクロースの冬やすみ マウリ・クンナス作/いながきみはる訳偕成社 児童読み物 10/13

146 ピンクは おとこのこのいろ ロブ・パールマン作/イダ・カバン絵ＫＡＤＯＫＡＷＡ 児童読み物 11/中

147 ちちんぷいぷい 谷川俊太郎文/堀内誠一絵くもん出版 児童読み物 10/14

148 だれが いちばん？ がんばれ、ヘルマン！ （世界の絵本）※２０２０年金の絵筆賞受賞作品イヴォンヌ・ヤハテンベルフ作/野坂悦子訳講談社 児童読み物 10/12

149 ピンクいろのうさぎ ( 講談社の創作絵本 ) たかおゆうこ作 講談社 児童読み物 10/12

150 ほしじいたけ ほしばあたけ おにたいじはいちだいじ？( 講談社の創作絵本 ) 石川基子作 講談社 児童読み物 10/26

151 飛べ！ 遺伝子を超えて 森川成美作/森川泉絵国土社 児童読み物 10/28

152 ぶうとぴょんの まほうのつえ 多田ヒロシ作 こぐま社 児童読み物 10/8

153 マイロのスケッチブック ( 翻訳絵本シリーズ ) マット・デ・ラ・ペーニャ作/クリスチャン・ロビンソン絵/石津ちひろ訳鈴木出版 児童読み物 10/28

154 ジャノメ 戸森しるこ作/牧野千穂絵静山社 児童読み物 10/5

155 きつねのぱんとねこのぱん 小沢正作/長新太絵世界文化社 児童読み物 10/8

156 オンボロやしきの人形たち フランシス・ホジソン・バーネット作/尾﨑愛子訳/平澤朋子絵徳間書店 児童読み物 10/14

157 ノラネコぐんだん ラーメンやさん ( コドモエのほん ) 工藤ノリコ作 白泉社 児童読み物 11/1

158 じゅんばんなんて きにしない テリー・ミルン作/いしいむつみ訳ＢＬ出版 児童読み物 10/5

159 ロボベイビー デイヴィッド・ウィーズナー作/金原瑞人訳ＢＬ出版 児童読み物 10/14

160 チリンでんしゃ ( 日本傑作絵本シリーズ) 大原悦子文/村田エミコ絵福音館書店 児童読み物 10/6

161 だれかのプレゼント 谷口智則作・絵 文溪堂 児童読み物 11/上

162 さむがりやのスティーナ ※アイスランド女性文学賞、アイスランド絵本大賞受賞作品ラニ・ヤマモト著/朱位昌併訳平凡社 児童読み物 11/中

163 魔女のマジョランさん 世界一まずいクッキーのひみつ( ＧＯ！ＧＯ！ブックス) 石井睦美作/井田千秋絵ポプラ社 児童読み物 10/11

164 ひめさま！ ぞうは すごくおおきいでござる 丸山誠司作 光村教育図書 児童読み物 10/25

165 ちいさなおじさんとおおきな犬 バールブロー・リンドグレン文/エヴァ・エリクソン絵/菱木晃子訳あすなろ書房 児童読み物 10/11

166 チイの花たば 森絵都作/たかおゆうこ絵岩崎書店 児童読み物 10/14

167 よあけ あべ弘士作 偕成社 児童読み物 10/4

168 コールテンくんのクリスマス ドン・フリーマン原案/Ｂ．Ｇ．ヘネシー作/ジョディ・ウィーラー絵/木坂涼訳好学社 児童読み物 10/15

169 レッツ　キャンプ ( こころのつばさシリーズ) いとうみく作/酒井以絵佼成出版社 児童読み物 10/22

170 ほんやねこ ( 講談社の創作絵本 ) 石川えりこ作 講談社 児童読み物 10/12

171 資料室の日曜日 ミイラとハロウィン ( 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 10/18

172 あかいてぶくろ 林木林文/岡田千晶絵小峰書店 児童読み物 10/下

173 ありがとうのうたをうたえば マイケル・モーパーゴ作/エミリー・グラヴェット絵小学館 児童読み物 10/4

174 クリスマス・ピッグ Ｊ．Ｋ．ローリング作/ジム・フィールド絵/松岡佑子訳静山社 児童読み物 10/12

175 かせいじんのおねがい ( だいすき絵童話 ) いとうひろし作 童心社 児童読み物 10/15

176 めいたんていサムくんと なぞの地図 ( だいすき絵童話 ) 那須正幹作/はたこうしろう絵童心社 児童読み物 10/1

177 こうさぎと おちばおくりのうた わたりむつこ作/でくねいく絵のら書店 児童読み物 10/14

178 こねこのウィンクルとクリスマスツリー ( 日本傑作絵本シリーズ) ルース・エインズワース作/さとうゆうすけ絵/上條由美子訳 福音館書店 児童読み物 10/13

179 赤い糸でむすばれた姉妹 ( フレーベル館文学の森) キャロル・アントワネット・ピーコック作/日当陽子訳フレーベル館 児童読み物 10/20

180 わたしたちの森 ジアナ・マリノ作/小手鞠るい訳ポプラ社 児童読み物 10/11

181 たいそうするよ １，２，３，はい！ 高畠純作 光村教育図書 児童読み物 10/25

182 京都まるごと図鑑 ( 調べる学習百科 ) 塩原直美監修 岩崎書店 児童ノンフィクション 10/28

183 おしっこ、ヒル、頭にドリル 本当にあったトンデモナイちりょう クライブ・ギフォード作/アン・ウィルソン絵/鈴木真奈美訳化学同人 児童ノンフィクション 10/20

184 大統領の大事典 関眞興監修 くもん出版 児童ノンフィクション 10/11

185 数学アタマがぐんぐん育つ 算数の実験大図鑑 ＤＫ社編著/越前敏弥訳/笹田元子訳/信藤玲子訳新星出版社 児童ノンフィクション 11/中

186 自然の一生図鑑 あらゆるもののライフサイクルを知って地球環境を学ぶ林良博監修/子供の科学編集部編誠文堂新光社 児童ノンフィクション 10/18
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187 「がん」とともに生きる社会へ 学ぼう・向き合おう・支え合おう( ちゃんと知りたい「がん」のこと３／シリーズ完結) 保坂隆著 汐文社 児童ノンフィクション 10/上

188 未来をつくる仕事がここにある 陸送会社図鑑 いわた慎二郎著 日経ＢＰマーケティング児童ノンフィクション 11/2

189 黄色い星 ユダヤ人を守った国王とデンマークの人たちの物語※２００１年ボローニャ・ラガッツイ児童ノンフィクション賞受賞作品カーメン・アグラ・ディーディ作/ヘンリー・ソレンセン絵/那須田淳訳ＢＬ出版 児童ノンフィクション 10/25

190 エゾシマリス 山の園芸屋さん ( 命のつながり３／シリーズ完結) 佐藤圭写真・文 文一総合出版 児童ノンフィクション 10/25

191 ナナフシのからだ どうしてながいの？ １１種のながーい虫に会いに行こう( はっけん！どこでもだいしぜん３／シリーズ完結) かんちくたかこ文/北窓優太絵文一総合出版 児童ノンフィクション 10/8

192 自然を再生させた イエローストーンのオオカミたち キャサリン・バー文/ジェニ・デズモンド絵/永峯涼訳/幸島司郎監修/植田彩容子監修化学同人 児童ノンフィクション 10/27

193 海の科学大図鑑 ＤＫ社編/黒輪篤嗣訳河出書房新社 児童ノンフィクション 10/20

194 動物愛護ってなに？ 知っておきたいペットと動物愛護管理法( 楽しい調べ学習シリーズ) 浅川千尋監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション 10/26

195 おちばのほん いわさゆうこ著 文一総合出版 児童ノンフィクション 10/27

196 方言ずかん ( 見る知る考えるずかん) 篠崎晃一監修 ほるぷ出版 児童ノンフィクション 10/19

197 ペイント ※第１２回チャンビ青少年文学賞受賞作品イ・ヒヨン著/小山内園子訳イースト・プレス ヤングアダルト 11/中

198 タフィー ( ＳＴＡＭＰ　ＢＯＯＫＳ) サラ・クロッサン作/三辺律子訳岩波書店 ヤングアダルト 10/28

199 セカイを科学せよ！ ( 文学の扉 ) 安田夏菜著 講談社 ヤングアダルト 10/12

200 １０代のための妊娠・出産・中絶　ＨＡＰＰＹに生きるために知っておきたい性の話（仮）にじいろ著 合同出版 ヤングアダルト 10/中

201 １４歳からの個人主義　この社会で自分を殺さずに生きるための哲学と思想について丸山俊一著 大和書房 ヤングアダルト 10/21

202 ＳＤＧｓ時代の食べ方 世界が飢えるのはなぜ？( ちくまＱブックス ) 井出留美著 筑摩書房 ヤングアダルト 10/20

203 法は君のためにある みんなとうまく生きるには？( ちくまＱブックス ) 小貫篤著 筑摩書房 ヤングアダルト 10/20

204 文豪中学生日記 小手鞠るい著 あすなろ書房 ヤングアダルト 10/11

205 図解でわかる １４歳からのＬＧＢＴＱ＋ 社会応援ネットワーク編著太田出版 ヤングアダルト 10/上

206 図解でわかる １４歳からの宇宙開発年表（仮） インフォビジュアル研究所著太田出版 ヤングアダルト 10/25

207 心のお仕事 最前線に立つ２３人の職業案内 ( １４歳の世渡り術 ) 松本卓也著/森川すいめい著/信田さよ子著河出書房新社 ヤングアダルト 10/21

208 未来の医療で働くあなたへ ( １４歳の世渡り術 ) 奥真也著 河出書房新社 ヤングアダルト 10/18

209 ポーチとノート こまつあやこ著 講談社 ヤングアダルト 10/26

210 サマーゴースト 乙一小説/ｌｏｕｎｄｒａｗ原案・イラスト集英社 ヤングアダルト 10/27

211 マイブラザー ( ｔｅｅｎｓ’　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ) 草野たき著 ポプラ社 ヤングアダルト 11/8


