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1 博多さっぱそうらん記 三崎亜記著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 11/26

2 ひとり旅日和　運開き！ 秋川滝美著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 11/19

3 やまのめの六人 原浩著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 11/30

4 パパララレレルル 最果タヒ著 河出書房新社 日本文芸書 11/22

5 薔薇色の門　誘惑　遠藤周作初期中篇 遠藤周作著 河出書房新社 日本文芸書 11/19

6 ヌルハチ　朔北の将星 小前亮著 講談社 日本文芸書 11/9

7 フェアプレイの向こう側 ( 法月綸太郎ミステリー塾　怒濤編) 法月綸太郎著 講談社 日本文芸書 11/15

8 パラソルでパラシュート 一穂ミチ著 講談社 日本文芸書 11/24

9 愛じゃないならこれは何 斜線堂有紀著 集英社 日本文芸書 12/1

10 チンギス紀　１２　不羈（フキ） 北方謙三著 集英社 日本文芸書 11/24

11 絞め殺しの樹 河﨑秋子著 小学館 日本文芸書 11/29

12 采女（ウネメ）の怨霊　小余綾俊輔の不在講義 高田崇史著 新潮社 日本文芸書 11/16

13 不村家奇譚　ある憑きもの一族の年代記 彩藤アザミ著 新潮社 日本文芸書 11/26

14 蚕の王 安東能明著 中央公論新社 日本文芸書 11/16

15 矢印 松尾スズキ著 文藝春秋 日本文芸書 11/1

16 吾妻おもかげ 梶よう子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 11/19

17 山亭ミアキス 古内一絵著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 11/26

18 その花の名を知らず 左近の桜 長野まゆみ著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 11/30

19 遠慮深いうたた寝 小川洋子著 河出書房新社 日本文芸書 11/8

20 眼球達磨式 ※第５８回文藝賞受賞作品澤大知著 河出書房新社 日本文芸書 11/30

21 探偵少女アリサの事件簿　３ さらば南武線 東川篤哉著 幻冬舎 日本文芸書 11/22

22 Ｒ．Ｉ．Ｐ　安らかに眠れ 久坂部羊著 講談社 日本文芸書 11/24

23 ほんのこども 町屋良平著 講談社 日本文芸書 11/8

24 ミチクサ先生　上 伊集院静著 講談社 日本文芸書 11/15

25 ミチクサ先生　下 伊集院静著 講談社 日本文芸書 11/15

26 ロミオとジュリエットと三人の魔女 門井慶喜著 講談社 日本文芸書 11/24

27 黄金の刻　小説　服部金太郎 楡周平著 集英社 日本文芸書 11/24

28 黄金旅程 馳星周著 集英社 日本文芸書 12/1

29 ミニシアターの六人 小野寺史宜著 小学館 日本文芸書 11/11

30 神曲 川村元気著 新潮社 日本文芸書 11/16

31 滅私 羽田圭介著 新潮社 日本文芸書 11/26

32 熔果 黒川博行著 新潮社 日本文芸書 11/16

33 少女たちの戦争 中央公論新社編 中央公論新社 日本文芸書 11/5

34 新しい星 彩瀬まる著 文藝春秋 日本文芸書 11/19

35 剣樹抄 ２　不動智の章 冲方丁著 文藝春秋 日本文芸書 11/2

36 中野のお父さんの快刀乱麻 北村薫著 文藝春秋 日本文芸書 11/8

37 夜叉の都 伊東潤著 文藝春秋 日本文芸書 11/18

38 李王家の縁談 林真理子著 文藝春秋 日本文芸書 11/18

39 笑うマトリョーシカ 早見和真著 文藝春秋 日本文芸書 11/2

40 北斗の邦へ翔べ 谷津矢車著 角川春樹事務所 日本文芸書 11/11

41 かすてぼうろ　越前台所衆於くらの覚書 武川佑著 光文社 日本文芸書 11/22

42 リズム・マム・キル 北原真理著 光文社 日本文芸書 11/22

43 夜半獣 花村萬月著 徳間書店 日本文芸書 11/26

44 同志少女よ、敵を撃て ※第１１回アガサ・クリスティー賞大賞受賞作品逢坂冬馬著 早川書房 日本文芸書 11/16

45 残月記 小田雅久仁著 双葉社 日本文芸書 11/16

46 闘資 浜口倫太郎著 双葉社 日本文芸書 11/16

47 濁り水　 ( Ｆｉｒｅ’ｓ　Ｏｕｔシリーズ ４) 日明恩著 双葉社 日本文芸書 11/16

48 君の名前の横顔 河野裕著 ポプラ社 日本文芸書 11/8

49 万年筆よろず相談　メディコ・ペンナ 蓮見恭子著 ポプラ社 日本文芸書 11/8

50 答えは風のなか 重松清著/ミロコマチコ絵朝日出版社 日本文芸書 11/下

51 生を祝う 李琴峰著 朝日新聞出版 日本文芸書 12/3

52 黒白の一族（仮） 明野照葉著 光文社 日本文芸書 12/中

53 能面鬼 五十嵐貴久著 実業之日本社 日本文芸書 11/30

54 底惚れ 青山文平著 徳間書店 日本文芸書 11/18

55 赤と青とエスキース 青山美智子著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 11/9

56 おはようおかえり 近藤史恵著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 11/9

57 弓を引く人 パウロ・コエーリョ著/山川紘矢訳/山川亜希子訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ 外国文芸書 11/18

58 ハムネット ( 新潮クレスト・ブックス) マギー・オファーレル著/小竹由美子訳新潮社 外国文芸書 11/26

59 ゲストリスト ( ハヤカワ・ミステリ) ルーシー・フォーリー著/唐木田みゆき訳早川書房 外国文芸書 11/2

60 天に焦がれて パオロ・ジョルダーノ著/飯田亮介訳早川書房 外国文芸書 11/16

61 火守 劉慈欣著/池澤春菜訳/西村ツチカ絵ＫＡＤＯＫＡＷＡ 外国文芸書 12/6

62 打ちのめされた心は フランソワーズ・サガン著/河野万里子訳河出書房新社 外国文芸書 11/29



２０２１年11月新刊案内

Ｎｏ． 書名・シリーズ・受賞情報など

63 円　劉慈欣短篇集 劉慈欣著/大森望訳/泊功訳/齊藤正高訳早川書房 外国文芸書 11/16

64 一生ものの味つけレシピ 黄金比がひと目でわかる定番おかず１００ 石原洋子著 家の光協会 くらしの実用書 12/中

65 ひとぬりで幸せになるパン友レシピ（仮） 荻山和也著 ＷＡＶＥ出版 くらしの実用書 11/17

66 そそる！ うち中華 今井亮著 学研プラス くらしの実用書 11/9

67 基本からわかる 男の料理術 辻調理師専門学校監修成美堂出版 くらしの実用書 11/5

68 世界のサラダ図鑑 驚きの組み合わせが楽しいご当地レシピ３０４ 佐藤政人著 誠文堂新光社 くらしの実用書 11/8

69 はたらく車の刺しゅう ８つのステッチでつくる大きなくるまの図案集ささきみえこ著 誠文堂新光社 くらしの実用書 11/8

70 お父さん、お母さんが知っておきたい ダニとアレルギーの話 高岡正敏著 あさ出版 くらしの実用書 11/19

71 ＪＡ全農広報部さんに教えてもらった 世界一おいしい野菜の食べ方 ＪＡ全農広報部著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ くらしの実用書 11/29

72 テーブルブレッド 同じ材料でプチパンからベーグル、クッペまで。 ムラヨシマサユキ著グラフィック社 くらしの実用書 11/5

73 基本のラッピング つつみ屋工房監修 成美堂出版 くらしの実用書 11/5

74 はじめてでも美味しく作れる ロシア料理 ヴィタリ・ユシュマノフ著世界文化社 くらしの実用書 11/30

75 トラブル回避のために知っておきたい！ ハラスメント言いかえ事典　山藤祐子監修 朝日新聞出版 ビジネス・くらしの経済 11/17

76 図解即戦力 介護ビジネス業界のしくみと仕事がこれ１冊でしっかりわかる教科書高山善文著 技術評論社 ビジネス・くらしの経済 12/6

77 税理士に聴いてきました お金の遣い方 佐々木重徳著 中央経済社 ビジネス・くらしの経済 11/10

78 あなたを変える行動経済学 より良い意思決定・行動をめざして 大竹文雄著 東京書籍 ビジネス・くらしの経済 12/上

79 入りやすい 選びやすい 買いやすい 売り場づくりの法則 ( ＤＯ　ＢＯＯＫＳ ) 佐藤玲子著 同文舘出版 ビジネス・くらしの経済 11/26

80 Ｗｏｒｄで誰でもつくれる！ 本当に使える業務マニュアルのつくり方　( ＤＯ　ＢＯＯＫＳ ) 森田圭美著/ビジネスプラスサポート著同文舘出版 ビジネス・くらしの経済 12/上

81 図解 よくわかる建築構造入門 江尻憲泰著 エクスナレッジ すまい・住宅・建築 11/30

82 そもそもこうだよ 住宅設計 増田奏文・絵 エクスナレッジ すまい・住宅・建築 11/26

83 タネ屋がこっそり教える 野菜づくりの極意 市川啓一郎著 農山漁村文化協会 すまい・住宅・建築 11/4

84 つらくなる前に知っておきたい 閉経のきほん 上田嘉代子著 池田書店 健康と家庭の医学 11/24

85 家族のためのうつ病 知っておきたい声のかけ方、支え方( 別冊ＮＨＫきょうの健康) 神庭重信監修/ＮＨＫ出版編ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学 11/16

86 起立性調節障害（ＯＤ） 朝起きられない子どもの病気がわかる本( 健康ライブラリーイラスト版) 田中大介監修 講談社 健康と家庭の医学 11/30

87 膵臓の病気がわかる本 急性膵炎・慢性膵炎・膵のう胞・膵臓がん( 健康ライブラリーイラスト版) 糸井隆夫監修 講談社 健康と家庭の医学 11/30

88 一生見える目をつくる！ 加齢黄斑変性症 治療と予防完全マニュアル 尾花明著 ＣＣＣメディアハウス健康と家庭の医学 11/29

89 トイレが近い人のお助けＢＯＯＫ 関口由紀著 主婦の友社 健康と家庭の医学 11/29

90 最先端治療　子宮がん・卵巣がん 国立がん研究センター中央病院/腫瘍内科、婦人腫瘍科ほか編法研 健康と家庭の医学 11/11

91 イラストでわかるＤＣＤ（発達性協調運動障害）の子どもサポートガイド　不器用さのある子の「できた！」が」増える６７のヒント（仮）　　　　　　 中井昭夫編著/若林秀昭著/春田大志著合同出版 教育と福祉 11/下

92 「家族介護」のきほん 経験者の声に学ぶ 介護の困り事、不安への対処法( はじめての在宅介護シリーズ) 介護者サポートネットワークセンター・アラジン著翔泳社 教育と福祉 11/16

93 「食べる」介護のきほん 誤嚥を防いで食の楽しみをキープする、食事介助＆お口のケア( はじめての在宅介護シリーズ) 齋藤真由著 翔泳社 教育と福祉 11/16

94 在宅死のすすめ方 完全版　終末期医療の専門家２２人に聞いてわかった　痛くない、後悔しない最期       世界文化社 教育と福祉 11/10

95 ろうと手話 やさしい日本語がひらく未来 ( 筑摩選書 ) 吉開章著 筑摩書房 教育と福祉 11/15

96 デジタル改革関連法で変わる 自治体の個人情報保護対応 渡邊涼介著 ぎょうせい くらしの法律 12/上

97 事業者必携 訪問販売・通信販売など活用自在！ 最新 特定商取引法と消費者契約の実践法律知識（仮）   岩﨑崇監修 三修社 くらしの法律 11/16

98 図解 いちばんやさしく丁寧に書いた 会社法の本 成美堂出版編集部編成美堂出版 くらしの法律 12/中

99 世界を一枚の紙の上に 歴史を変えたダイアグラムと主題地図の誕生大田暁雄著 オーム社 歴史と紀行 11/下

100 一冊でわかる韓国史　世界と日本がわかる 国ぐにの歴史 六反田豊著 河出書房新社 歴史と紀行 11/29

101 風刺画が描いたＪＡＰＡＮ 世界が見た近代日本 若林悠編著 国書刊行会 歴史と紀行 11/下

102 ６０年前と現在の世界地図 くらべて楽しむ地図帳 関眞興編著 山川出版社 歴史と紀行 11/30

103 戦国武将を癒した温泉  日本全国５０湯　名湯・隠し湯で歴史ロマンにつかる     上永哲矢著 山と溪谷社 歴史と紀行 11/10

104 鉄道旅のトラブル対処術 松本典久著 山と溪谷社 歴史と紀行 11/15

105 日本語はこわくない 飯間浩明著 ＰＨＰ研究所 日本の文化 11/18

106 宮廷のデザイン 近世・近代の御下賜の品々 ( コロナ・ブックス ) 八條忠基著 平凡社 日本の文化 11/10

107 仏師から見た日本の仏像史 江里康慧著 ミネルヴァ書房 日本の文化 12/

108 食虫植物の文化誌 ( 花と木の図書館 ) ダン・トーレ著/伊藤はるみ訳原書房 世界の文化 11/19

109 図説 クリスマス全史 起源・慣習から世界の祝祭となるまで タラ・ムーア著/黒木章人訳/大島力日本語版監修原書房 世界の文化 11/4

110 生活保護解体論 セーフティネットを編みなおす 岩田正美著 岩波書店 現代社会 11/5

111 サステナブル・フード革命 食の未来を変えるイノベーション アマンダ・リトル著/加藤万里子訳合同出版 現代社会 11/下

112 ＳＤＧｓな生活のヒント あなたの物の使い方が地球を救う タラ・シャイン著/武井摩利訳創元社 現代社会 11/15

113 食べる経済学 未来のわたしにタネをまこう 下川哲著 大和書房 現代社会 11/22

114 文藝春秋オピニオン２０２２年の論点１００ ( 文春ムック ) 文藝春秋 現代社会 11/5

115 ネット社会と民主主義 「分断」問題を調査データから検証する 辻大介編 有斐閣 現代社会 11/16

116 破綻の戦略 アフガン現代史 高橋博史著 白水社 現代社会 11/29

117 地図とデータで見る人権の世界ハンドブック カトリーヌ・ヴィトール・ド・ヴァンダン編 土居佳代子訳原書房 現代社会 11/4

118 ヤングケアラー 介護する子どもたち 毎日新聞取材班著 毎日新聞出版 現代社会 11/24

119 ドードーをめぐる堂々めぐり 正保四年に消えた絶滅鳥を追って 川端裕人著 岩波書店 サイエンス 11/5

120 物理学図鑑 福江純著/福江翼著/福江慧著 オーム社 サイエンス 11/下

121 時間の終わり グリーン・ブライアン著/青木薫訳講談社 サイエンス 12/1

122 はぐれイワシの打ち明け話　海の生き物たちのディープでクリエイティブな生態（仮）        ビル・フランソワ著/河合隼雄訳光文社 サイエンス 11/19

123 寄生生物の果てしなき進化 トゥオマス・アイヴェロ著/セルボ貴子訳草思社 サイエンス 11/26
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124 雨もキノコも鼻クソも 大気微生物の世界 気候・健康・発酵とバイオエアロゾル                   牧輝弥著 築地書館 サイエンス 11/25

125 日本野鳥の会編 とっておきの野鳥の授業 日本野鳥の会編/上田恵介監修山と溪谷社 サイエンス 11/29

126 機械学習をめぐる冒険 小高知宏著 オーム社 テクノロジー 11/下

127 いいかげんなロボット　ソフトロボットが創るしなやかな未来( ＤＯＪＩＮ選書 ) 鈴森康一著 化学同人 テクノロジー 11/12

128 トコトンやさしい環境発電の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 山﨑耕造著 日刊工業新聞社 テクノロジー 11/17

129 トコトンやさしい消臭・脱臭の本 ( 今日からモノ知りシリーズ) 光田恵編著/岩橋尊嗣著/一ノ瀬昇著/棚村壽三著日刊工業新聞社 テクノロジー 11/29

130 プレイバックＮＨＫ大河ドラマ 時代・人物・トピックス別　徹底ガイド ＮＨＫ出版編 ＮＨＫ出版 芸術・スポーツ 11/26

131 ＳＣＩＥＮＣＥ ｏｆ ＳＴＲＥＮＧＴＨ ＴＲＡＩＮＩＮＧ 筋トレの科学 オースティン・カレント著/石井直方日本語版監修西東社 芸術・スポーツ 11/5

132 観る将（ミルショウ）のための将棋ガイド 山口絵美菜著 法研 芸術・スポーツ 11/4

133 ニッポンの音楽批評１５０年１００冊 栗原裕一郎著/大谷能生著リットーミュージック（発売）／立東舎（発行）芸術・スポーツ 11/17

134 歓待する文学 小野正嗣著 ＮＨＫ出版 ライブラリアン 11/22

135 とりあえず　とりの はなし おくはらゆめ作 あかね書房 児童読み物 11/8

136 おしっこ、うんこは どこへいく？ ( 中川ひろたかのせいかつかがく絵本) 中川ひろたか作/カワチ・レン絵アリス館 児童読み物 11/4

137 チャーリーとフロッグ　手話の町の図書館となぞのメッセージ カレン・ケイン著/亀井洋子絵/根本美由紀訳 岩崎書店 児童読み物 11/15

138 はるのクリスマス ティエリー・デデュー作/やまもとみき訳化学同人 児童読み物 11/18

139 屋根に上る ※ ティーンズ文学館／第29回小川未明文学賞大賞受賞作品かみやとしこ作/かわいちひろ絵学研プラス 児童読み物 11/30

140 メンドリと赤いてぶくろ 安東みきえ作/村尾亘絵ＫＡＤＯＫＡＷＡ 児童読み物 11/9

141 しんぱいなことが ありすぎます！ 工藤純子作/吉田尚令絵金の星社 児童読み物 11/12

142 ばけねこキッチン ( わくわくライブラリー) 佐川芳枝作/めばち絵講談社 児童読み物 11/16

143 りりかさんのぬいぐるみ診療所　空色のルリエル( わくわくライブラリー) かんのゆうこ作/北見葉胡絵講談社 児童読み物 11/1

144 ともだち 内田麟太郎詩/南塚直子絵小峰書店 児童読み物 11/下

145 スカーレットとブラウン　あぶないダークヒーロー ジョナサン・ストラウド著/ 金原瑞人訳静山社 児童読み物 11/22

146 飛べないハトを見つけた日から クリス・ダレーシー作/東郷なりさ絵/相良倫子訳 徳間書店 児童読み物 11/18

147 ひとりぼっちのもみの木 クリス・ネイラー・バレステロス作/江國香織訳ＢＬ出版 児童読み物 11/18

148 ハナはへびがすき ( 日本傑作絵本シリーズ) 蟹江杏作 福音館書店 児童読み物 11/10

149 やっぱり　じゃない！ チョーヒカル作 フレーベル館 児童読み物 11/2

150 おうち おおずもう ( えほんのもり ) 二宮由紀子作/あおきひろえ絵文研出版 児童読み物 11/下

151 まじょばーのたまごやき ( わくわくえどうわ ) 堀直子作/木村いこ絵文研出版 児童読み物 11/下

152 うちのくるまはバン！！ 鎌田歩作 アリス館 児童読み物 11/17

153 わたしのマントはぼうしつき 東直子作/町田尚子絵岩崎書店 児童読み物 11/12

154 ぼくんちのねこのはなし いとうみく作/祖敷大輔絵くもん出版 児童読み物 12/8

155 おおきなトラと シカのはんぶんくん バーニス・フランケル作/レナード・ワイスガード絵/こみやゆう訳好学社 児童読み物 11/10

156 すべての人に健康と福祉を　この指とどけ ( おはなしＳＤＧｓ ) 村上しいこ作/山田花菜絵講談社 児童読み物 12/14

157 だいとかいのおばけずかん ( 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 11/29

158 クリコ シゲタサヤカ作 小学館 児童読み物 11/15

159 お天気屋と封印屋　十年屋と魔法街の住人たち３ 廣嶋玲子作/佐竹美保絵静山社 児童読み物 11/9

160 夜をあるく マリー・ドルレアン作/よしいかずみ訳ＢＬ出版 児童読み物 11/8

161 エイモスさんが バスに乗りおくれると フィリップ・Ｃ・ステッド文/エリン・Ｅ・ステッド絵/青山南訳光村教育図書 児童読み物 11/29

162 ガラスの魚 山下明生作/宇野亜喜良絵理論社 児童読み物 11/25

163 手塚治虫 マンガで世界をむすぶ ( 調べる学習百科 ) 国松俊英著 岩崎書店 児童ノンフィクション 11/17

164 モナ・リザとレオナルド・ダ・ヴィンチ　名画のひみつ( 調べる学習百科 ) 小林明子監修/グループ・コロンブス編岩崎書店 児童ノンフィクション 11/25

165 気候変動　何がおこる？　何ができる？ アンドレア・ミノリオ文/ラウラ・ファネッリ絵/関口英子訳/江守正多日本語版監修大月書店 児童ノンフィクション 11/15

166 いろんなところに　いろんな　さかな ブリッタ・テッケントラップ著/小野寺佑紀訳講談社 児童ノンフィクション 11/17

167 いろんなところに　いろんな　むし ブリッタ・テッケントラップ著/いとうむしひこ訳講談社 児童ノンフィクション 11/17

168 はじめての日本のれきしえほん ミゾグチイタル作/山本博文監修パイインターナショナル児童ノンフィクション 11/22

169 恐竜と古代の生物図鑑　圧倒的ビジュアルで迫る驚異の世界 平山廉日本語版監修ポプラ社 児童ノンフィクション 12/6

170 ハタハタ　荒海にかがやく命 高久至写真・文 あかね書房 児童ノンフィクション 11/19

171 月別カレンダーで１からわかる！　日本の政治（仮） 伊藤賀一監修 小峰書店 児童ノンフィクション 12/中

172 理系脳をつくる　食べられる実験図鑑 宮本一弘監修/中村陽子料理主婦の友社 児童ノンフィクション 11/18

173 調べてわかる！日本の川　２　いのちと暮らしを守るために 佐久間博監修 汐文社 児童ノンフィクション 11/下

174 支える、支えられる、支え合う ( 岩波ジュニアスタートブックス) サヘル・ローズ編著 岩波書店 ヤングアダルト 11/26

175 ルーミーとオリーブの特別な１０か月 ( ＳＵＰＥＲ！ＹＡ ) ジョーン・バウアー著/杉田七重訳小学館 ヤングアダルト 11/15

176 世界一くさい食べもの　なぜ食べられないような食べものがあるのか？( ちくまＱブックス ) 小泉武夫著 筑摩書房 ヤングアダルト 11/18

177 ソフィーの秘密 ( 文研じゅべにーるＹＡ) ニキ・コーンウェル作/中川成子絵/渋谷弘子訳 文研出版 ヤングアダルト 11/下

178 一ノ瀬ユウナが浮いている 乙一著 集英社 ヤングアダルト 11/24

179 マイテーマの探し方　探究学習ってどうやるの？( ちくまＱブックス ) 片岡則夫著 筑摩書房 ヤングアダルト 11/18

180 ガラスの顔 フランシス・ハーディング著/児玉敦子訳東京創元社 ヤングアダルト 11/9

181 どんぐり喰い ( 金の石筆賞受賞作品) エルス・ペルフロム作/野坂悦子訳福音館書店 ヤングアダルト 11/17

182 それって平等？　あなたと考えたい身近な社会の不平等( 中学生の質問箱 ) 齋藤純一著 平凡社 ヤングアダルト 11/10


