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1 嘘つきなふたり 武田綾乃著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 11/9

2 ひとり旅日和　福招き！ 秋川滝美著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 11/21

3 みみそぎ 三津田信三著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 11/22

4 フランスの街の夜　遠藤周作初期エッセイ 遠藤周作著 河出書房新社 日本文芸書 11/18

5 この世の喜びよ 井戸川射子著 講談社 日本文芸書 11/8

6 バッド・コップ・スクワッド 木内一裕著 講談社 日本文芸書 11/7

7 私のことだま漂流記 山田詠美著 講談社 日本文芸書 11/21

8 君の地球が平らになりますように 斜線堂有紀著 集英社 日本文芸書 12/1

9 失踪願望。　コロナふらふら格闘編 椎名誠著 集英社 日本文芸書 11/22

10 チンギス紀　１５　子午（シゴ） 北方謙三著 集英社 日本文芸書 11/22

11 こりずに　わるい食べもの 千早茜著 集英社 日本文芸書 11/22

12 ＰＤ　検察の犬たち 荒木源著 小学館 日本文芸書 11/24

13 旅行鞄のガラクタ 伊集院静著 小学館 日本文芸書 11/24

14 御家の大事 近衛龍春著 新潮社 日本文芸書 11/15

15 祝宴 温又柔著 新潮社 日本文芸書 11/28

16 カラスは言った 渡辺優著 中央公論新社 日本文芸書 11/17

17 南洋のエレアル 中路啓太著 中央公論新社 日本文芸書 11/17

18 樋口一葉 赤貧日記 伊藤氏貴著 中央公論新社 日本文芸書 11/17

19 北条氏康　河越夜襲篇 富樫倫太郎著 中央公論新社 日本文芸書 11/4

20 貸本屋おせん ※第１００回オール讀物新人賞受賞作品高瀬乃一著 文藝春秋 日本文芸書 11/22

21 首ざむらい　世にも怪奇な江戸物語 ※第９９回オール讀物新人賞受賞作品由原かのん著 文藝春秋 日本文芸書 11/22

22 秋雨物語 貴志祐介著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 11/25

23 ジャクソンひとり ※第５９回文藝賞受賞作品安堂ホセ著 河出書房新社 日本文芸書 11/15

24 ビューティフルからビューティフルへ ※第５９回文藝賞受賞作品日比野コレコ著 河出書房新社 日本文芸書 11/15

25 青木きららの ちょっとした冒険 藤野可織著 講談社 日本文芸書 11/8

26 ゴッホの犬と耳とひまわり 長野まゆみ著 講談社 日本文芸書 11/21

27 さっちゃんは、なぜ死んだのか？ 真梨幸子著 講談社 日本文芸書 11/7

28 教誨（キョウカイ） 柚月裕子著 小学館 日本文芸書 11/22

29 タスキメシ　五輪 額賀澪著 小学館 日本文芸書 11/25

30 水　本の小説 北村薫著 新潮社 日本文芸書 11/28

31 任務　松本清張未刊行短篇集 松本清張著 中央公論新社 日本文芸書 11/4

32 馬上の星　小説・馬援伝 宮城谷昌光著 中央公論新社 日本文芸書 11/4

33 連鎖 黒川博行著 中央公論新社 日本文芸書 11/17

34 絶筆 石原慎太郎著 文藝春秋 日本文芸書 11/2

35 なんとかしなくちゃ。　青雲編 恩田陸著 文藝春秋 日本文芸書 11/2

36 光のとこにいてね 一穂ミチ著 文藝春秋 日本文芸書 11/2

37 感染捜査 ２　黄血島決戦 吉川英梨著 光文社 日本文芸書 11/21

38 地羊鬼の孤独 大島清昭著 光文社 日本文芸書 11/21

39 芦屋山手　お道具迎賓館 高殿円著 淡交社 日本文芸書 11/28

40 そして、よみがえる世界。 ※第１２回アガサ・クリスティー賞大賞受賞作品西式豊著 早川書房 日本文芸書 11/15

41 ブレイクスルー 柴田哲孝著 双葉社 日本文芸書 11/15

42 たりる生活 群ようこ著 朝日新聞出版 日本文芸書 12/5

43 秋麗　東京湾臨海署安積班 今野敏著 角川春樹事務所 日本文芸書 11/11

44 息をつめて 桂望実著 光文社 日本文芸書 11/21

45 ギフテッド 藤野恵美著 光文社 日本文芸書 11/21

46 グッドナイト 折原一著 光文社 日本文芸書 11/21

47 新宿鮫　１２　黒石（ヘイシ） 大沢在昌著 光文社 日本文芸書 11/21

48 タクジョ！　みんなのみち 小野寺史宜著 実業之日本社 日本文芸書 11/8

49 ＴＩＭＥ　ＯＦ　ＤＥＡＴＨ、　ＤＡＴＥ　ＯＦ　ＢＩＲＴＨ 窪美澄著 筑摩書房 日本文芸書 12/15

50 おもみいたします あさのあつこ著 徳間書店 日本文芸書 11/10

51 月の立つ林で 青山美智子著 ポプラ社 日本文芸書 11/7

52 ルミナリーズ ※２０１３年度ブッカー賞受賞作品エレノア・キャトン著・安達まみ訳岩波書店 外国文芸書 11/25

53 私と言葉 アーシュラ・Ｋ・ル＝グウィン著・谷垣暁美訳河出書房新社 外国文芸書 11/29

54 夕霧花園（仮） タン・トゥアンエン著・宮崎一郎訳彩流社 外国文芸書 11/下

55 トーキョー・キル バリー・ランセット著・白石朗訳集英社 外国文芸書 11/22

56 惑う星 リチャード・パワーズ著・木原善彦訳新潮社 外国文芸書 11/30

57 時ありて ( 英国ＳＦ協会賞受賞作品) イアン・マクドナルド著・下楠昌哉訳早川書房 外国文芸書 11/15

58 ペストの夜　上 オルハン・パムク著・宮下遼訳早川書房 外国文芸書 11/15

59 ペストの夜　下 オルハン・パムク著・宮下遼訳早川書房 外国文芸書 11/15

60 村上祥子８０歳　私がいつも食べている季節の保存食 村上祥子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ くらしの実用書 11/16
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61 簡単！ すぐ作れる！ 失敗しない！　小麦粉不使用のグルテンフリーのお菓子の世界へようこそｙｕｋａｐ著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ くらしの実用書 12/5

62 米粉１００レシピ　今だからこそ作りたい！　おいしくて体にやさしいパンとお菓子のベストセレクション　 高橋ヒロ著 主婦と生活社 くらしの実用書 11/16

63 刺し子のきほん いちきゆきこ著 主婦の友社 くらしの実用書 11/22

64 和食屋がこっそり教える　ずるいほどに旨い鶏むねおかず 笠原将弘著 主婦の友社 くらしの実用書 11/15

65 いちばん親切でおいしい！　藤井恵さんの 更年期ごはん　 藤井恵著 高尾美穂監修世界文化社 くらしの実用書 11/28

66 美しいねりきり 桔梗有香子著 日東書院本社 くらしの実用書 11/25

67 かぎ針編み 刺しゅう糸で編む　ミニチュア鳥図鑑 日本ヴォーグ社 くらしの実用書 11/17

68 余った毛糸で何つくる？　かぎ針編みのかわいいアイデアレシピ ブティック社 くらしの実用書 11/22

69 もう失敗なんて怖くない！　がんばりすぎない発酵づくり 舘野真知子著 文化出版局 くらしの実用書 11/10

70 一生使える！　味つけ大事典 川上文代著 池田書店 くらしの実用書 11/24

71 美味しくて嬉しい　塩味の焼き菓子（セイボリー） 山本蓮理著 秀和システム くらしの実用書 11/17

72 ホットケーキミックスの絶品おやつ お店みたいなパンケーキや焼き菓子、パンまで作れる！　　 ムラヨシマサユキ著 黒木優子著主婦と生活社 くらしの実用書 11/30

73 粗挽きそばも簡単　らくらく手打ちそば 岩波金太郎著 農山漁村文化協会 くらしの実用書 11/8

74 身近な素材でつくる　かんたん養生酒 植木もも子著 ＰＨＰ研究所 くらしの実用書 11/17

75 豆腐、豆乳、豆乳ヨーグルトのおやつ 今井ようこ著 文化出版局 くらしの実用書 11/28

76 いま知っておきたい　農産物直売所で稼ぐ７０の極意 勝本吉伸著 家の光協会 ビジネス・くらしの経済 12/14

77 プロジェクトマネジメントの基本が全部わかる本 交渉・タスクマネジメント・計画立案から見積り・契約・要件定義・設計・テスト・保守改善まで　　　　　 橋本将功著 翔泳社 ビジネス・くらしの経済 11/4

78 ひとりで楽しく生きるための　お金大全 「もしかして結婚しないかも？」と思ったらやっておきたい５０のこと  板倉京著 ダイヤモンド社 ビジネス・くらしの経済 11/15

79 ３つのステップでマスターする　実地棚卸なるほどＱ＆Ａ エイジス監修 近江元著中央経済社 ビジネス・くらしの経済 11/下

80 この１冊ですべてわかる　原価計算の基本 林總著 日本実業出版社 ビジネス・くらしの経済 11/9

81 仕事は職場が９割　働くことがラクになる２０のヒント 沢渡あまね著 扶桑社 ビジネス・くらしの経済 11/上

82 シンプル・シック・心地いい　小さな庭のスタイルブック ｔｈｅ Ｆａｒｍ ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ ＣＨＩＢＡ監修家の光協会 すまい・住宅・建築 12/14

83 和室礼賛　振舞いから考える ( 住総研住まい読本シリーズ) 松村秀一編 日本建築和室の世界遺産的価値研究会著晶文社 すまい・住宅・建築 11/22

84 農家が教える　イモのビックリ栽培 ジャガイモ、サツマイモ、サトイモ、ジネンジョ、ヤマイモ、ナガイモ　　 農文協編 農山漁村文化協会 すまい・住宅・建築 11/16

85 ７０歳からの椅子筋トレ　痛みや不調がスッキリ消える！ 枝光聖人著 家の光協会 健康と家庭の医学 12/14

86 心と体の不調を治す　血流の整えかた（仮） 今井太郎著 池田書店 健康と家庭の医学 11/14

87 健やかな毎日のための 栄養大全 藤井義晴監修 ＮＨＫ出版編ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学 11/15

88 退院後の生活を支える本　脳梗塞の再発を防ぐ ( 別冊ＮＨＫきょうの健康) 岡田靖監修 ＮＨＫ出版編ＮＨＫ出版 健康と家庭の医学 11/15

89 筋肉が がんを防ぐ。　専門医式 １日２分の貯筋習慣 石黒成治著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 健康と家庭の医学 11/7

90 図解　いちばんわかりやすい醜形恐怖症 ( 読む常備薬) 原井宏明著 松浦文香監修河出書房新社 健康と家庭の医学 11/21

91 心不全がわかる本　命を守るためにできること ( 健康ライブラリーイラスト版) 佐藤直樹監修 講談社 健康と家庭の医学 11/8

92 どうする？　家族のメンタル不調 井上智介著 集英社 健康と家庭の医学 11/22

93 よくむせる・せき込む人のお助けＢＯＯＫ 大谷義夫著 主婦の友社 健康と家庭の医学 11/17

94 最近、飲みすぎてるなと思っている人のための お酒の減らし方 成瀬暢也監修 ナツメ社 健康と家庭の医学 11/14

95 どうする？がわかる　赤ちゃんと子どもの病気・ケガ　ホームケアＢＯＯＫ細部千晴監修 ナツメ社 健康と家庭の医学 11/14

96 名医が教える　男性妊活の最強事典 辻村晃著 扶桑社 健康と家庭の医学 11/7

97 ウルトラ図解　糖尿病　続けやすく効果的な治療で、合併症を予防する( オールカラー家庭の医学) 山田悟監修 法研 健康と家庭の医学 11/11

98 まちよみ・またよみ　絵本を使った子育てのすすめ ( 岩崎書店の子育てシリーズ) 内田早苗著 山田花菜イラスト岩崎書店 教育と福祉 11/11

99 アルツハイマー病になった母がみた世界　ことすべて叶うこととは思わねど齋藤正彦著 岩波書店 教育と福祉 11/8

100 ザ・パターン・シーカー　自閉症がいかに人類の発明を促したか サイモン・バロン＝コーエン著 篠田里佐訳 岡本卓監訳 和田秀樹監訳化学同人 教育と福祉 11/17

101 知識ゼロからのＳＴＥＡＭ教育 中島さち子著 幻冬舎 教育と福祉 11/21

102 ユマニチュードへの道　イヴ・ジネストのユマニチュード集中講義 イヴ・ジネスト著 本田美和子日本語監修誠文堂新光社 教育と福祉 11/1

103 保育士に怒らず育てるコツ全部聞いてみた　子育て神フレーズ 横山洋子著 永岡書店 くらしの法律 11/4

104 オタク六法 小林航太著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ くらしの法律 11/21

105 別れても相続人 寺門美和子著 木野綾子監修 小川実監修 松本雄一協力光文社 くらしの法律 11/21

106 すぐに役立つ 電子商取引から削除請求まで 図解とＱ＆Ａでわかる 最新　ネットトラブルをめぐる法律とトラブル解決法森公任監修 森元みのり監修三修社 くらしの法律 11/16

107 一冊でわかるタイ史 ( 世界と日本がわかる　国ぐにの歴史) 柿崎一郎著 河出書房新社 歴史と紀行 11/18

108 聖書の王 ( 日経ＢＰムック ナショナルジオグラフィック別冊) ナショナルジオグラフィック日本版編日経ＢＰマーケティング歴史と紀行 11/25

109 語り継がれる　人類の悲劇の記録百科図鑑　戦争、災害から民族、人権まで（仮　　　　） ピーター・ホーエンハウス著 杉田真訳 小金輝彦訳原書房 歴史と紀行 11/21

110 冒険・探検・歩く旅の食事の歴史物語 エベレスト登山、砂漠横断、巡礼から軍隊まで　　　 デメット・ギュゼイ著 浜本隆三訳 藤原崇訳原書房 歴史と紀行 11/21

111 琉球・沖縄を知る図鑑 ( 別冊太陽 日本のこころ　) 田名真之監修 平凡社 歴史と紀行 11/25

112 歴史復元画でわかる！ 人類の進化と旧石器・縄文人のくらし 工藤雄一郎著 馬場悠男著 石井礼子著雄山閣 歴史と紀行 11/29

113 江戸の暮らしと 落語ことはじめ 三遊亭兼好著 安藤雄一郎著ＫＴＣ中央出版 日本の文化 11/29

114 日本の家紋とデザイン 青人社企画・構成 濱田信義編著パイインターナショナル日本の文化 12/14

115 有職植物図鑑 八條忠基著 平凡社 日本の文化 11/25

116 世界の宗教大図鑑 ジョン・ボウカー著 黒輪篤嗣訳河出書房新社 世界の文化 11/21

117 世界の絶滅危惧食 ダン・サラディーノ著 梅田智世訳河出書房新社 世界の文化 11/24

118 「紙の温度」が出会った　世界の紙と日本の和紙 紙の温度著 グラフィック社 世界の文化 11/7

119 コーヒープラネット　知られざる各国のレシピと憩いの文化史 ラニ・キングストン著 和田侑子訳グラフィック社 世界の文化 11/7

120 インド文化読本 小磯千尋編 小松久恵編丸善出版 世界の文化 11/30
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121 私たちは子どもたちに テロをどう伝えればよいのか（仮） タハール・ベン・ジェルーン著 西山教行訳柏書房 現代社会 11/24

122 気候変動と環境危機　いま私たちにできること グレタ・トゥーンベリ編著 東郷えりか訳河出書房新社 現代社会 11/30

123 政府債務 森田長太郎著 東洋経済新報社 現代社会 11/24

124 文藝春秋オピニオン２０２３年の論点１００ ( 文春ムック ) 文藝春秋 現代社会 11/4

125 虚ろな革命家たち　――連合赤軍森恒夫の 足跡をたどって※第２０回開高健ノンフィクション賞受賞作品佐賀旭著 集英社 現代社会 11/22

126 ボーダー　移民と難民 佐々涼子著 集英社 現代社会 11/22

127 チャイルド・デス・レビュー　 (    子どものいのちを守る死因検証実現に挑む) フロントラインプレス取材班編旬報社 現代社会 11/21

128 嫌いな親との離れ方　もうこれ以上、苦しまないで！ 川島崇照著 すばる舎 現代社会 11/16

129 情報パンデミック　あなたを惑わすものの正体 読売新聞大阪本社社会部著中央公論新社 現代社会 11/4

130 ある行旅死亡人の物語 武田惇志著 伊藤亜衣著毎日新聞出版 現代社会 11/24

131 環境ＤＮＡ入門　ただよう遺伝子は何を語るか ( 岩波科学ライブラリー) 源利文著 岩波書店 サイエンス 11/17

132 魚は数をかぞえられるのか？　生きものたちが教えてくれる数学脳の仕組みと進化　　　 ブライアン・バターワース著 長澤あかね訳講談社 サイエンス 11/8

133 地熱エネルギーの疑問５０ ( みんなが知りたいシリーズ) 日本地熱学会編 成山堂書店 サイエンス 11/上

134 流されて生きる 生き物たちの生存戦略　驚きの渓流生態系 吉村真由美著 築地書館 サイエンス 11/24

135 獣医病理学者が語る 動物のからだと病気 中村進一著 緑書房 サイエンス 11/18

136 図解入門 よくわかる 最新　ジェットエンジンの基本と仕組み 青木謙知著 秀和システム テクノロジー 12/14

137 技術書の読書術 達人が教える選び方・読み方・情報発信＆共有のコツとテクニック   ＩＰＵＳＩＲＯＮ著 増井敏克著翔泳社 テクノロジー 11/1

138 図解まるわかり　ＮＦＴのしくみ 大和総研フロンティア研究開発センター著翔泳社 テクノロジー 11/21

139 体はゆく　できるを科学する テクノロジー×身体 の最前線 伊藤亜紗著 文藝春秋 テクノロジー 11/24

140 スポーツビジネスロー 松本泰介著 大修館書店 芸術・スポーツ 11/中

141 女子サッカー１４０年史　闘いはピッチとその外にもあり スザンヌ・ラック著 実川元子訳白水社 芸術・スポーツ 11/16

142 ルーシー・ボストン　館の魔法に魅せられた芸術家 田中美保子編著 安藤聡編著国書刊行会 ライブラリアン 11/

143 那須正幹の大研究　子どもたちを信じ、平和を愛した作家 藤田のぼる編 宮川健郎編 津久井惠編 ポプラ社編集部編ポプラ社 ライブラリアン 11/14

144 よみがえる森（おう）外 毎日新聞学芸部編 文京区立森（おう）外記念館協力毎日新聞出版 ライブラリアン 11/30

145 ガオガオきょうりゅうのよる ( しばいぬチャイロのおはなし２) たるいしまこ作 あかね書房 児童読み物 11/18

146 ティゲルファル　その夜、森で何が起こったか 斉藤洋作 中川悠京絵あかね書房 児童読み物 11/11

147 かえりみち とっとこ ひろまつゆきこ作 こやまともこ絵岩崎書店 児童読み物 11/14

148 ピージョのごちそう祭り 川端誠作 偕成社 児童読み物 11/10

149 空からふってきたおくりもの ※２０２１年度ニューヨーク・タイムズ最優秀絵本受賞作品テリー・ファン作 エリック・ファン作 よしいかずみ訳化学同人 児童読み物 11/25

150 カステラアパートのざらめさん ※ジュニア文学館／第３０回小川未明文学賞大賞受賞作品島村木綿子作 コマツシンヤ絵Ｇａｋｋｅｎ 児童読み物 11/25

151 アナトールとねこ イブ・タイタス作 ポール・ガルドン絵 石津ちひろ訳好学社 児童読み物 11/24

152 点　きみとぼくはここにいる ( 講談社の翻訳絵本) ｼﾞｬﾝｶﾙﾛ・ﾏｸﾘ文・絵 ｶﾛﾘｰﾅ・ｻﾞﾉｯﾃｨ文・絵 内田也哉子訳講談社 児童読み物 11/24

153 サンタクロースがうまれた日 アラン・スノウ作 石井睦美訳小学館 児童読み物 11/25

154 ダーウィンのドラゴン リンゼイ・ガルビン作 千葉茂樹訳小学館 児童読み物 11/14

155 明日の国 パム・ムニョス・ライアン著 中野怜奈訳静山社 児童読み物 11/8

156 ブラディとトマ　ふたりのおとこのこ ふたつの国 それぞれの目にうつるもの　　 ｼｬﾙﾛｯﾄ・ﾍﾞﾘｴｰﾙ文 ﾌｨﾘｯﾌﾟ・ﾄﾞ・ｹﾒﾃｰﾙ絵 ふしみみさを訳ＢＬ出版 児童読み物 11/29

157 おうち すいえいたいかい ( えほんのもり) 二宮由紀子作 青山友美絵文研出版 児童読み物 11/下

158 かがみのなかの ボクとぼく ( わくわくえどうわ) あんずゆき作 くすはら順子絵文研出版 児童読み物 11/下

159 ばあちゃんとの時間旅行！？（仮） ( マジカルカレンダー１) 吉野万理子著 純頃絵ポプラ社 児童読み物 12/5

160 すきなものが ちがうけど リンダ・アシュマン文 イヴ・コイ絵 福本友美子訳ほるぷ出版 児童読み物 11/8

161 おばけのしかえし 内田麟太郎作 山本孝絵岩崎書店 児童読み物 11/14

162 箱舟に８時集合！ ウルリヒ・フーブ作 イョルク・ミューレ絵 木本栄訳岩波書店 児童読み物 11/29

163 ぐいーん！　こうしょさぎょうしゃ 竹下文子作 鈴木まもる絵偕成社 児童読み物 11/7

164 鳥をつくる ※2021年度オーストラリア首相文学賞、2021年度クリスタルカイト賞受賞作品メグ・マッキンレー作 マット・オットリー絵 井上舞訳化学同人 児童読み物 11/10

165 クイズ研究会チームスリー まはら三桃作 とろっち絵金の星社 児童読み物 11/1

166 ２番めにすき 吉野万理子作 高橋和枝絵くもん出版 児童読み物 11/25

167 いちねんじゅう 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

168 うさぎタウンのパン屋さん ( わくわくライブラリー) 小手鞠るい作 松倉香子絵講談社 児童読み物 11/1

169 うさぎのモニカのケーキ屋さん　ハッピーバースデイ( わくわくライブラリー) 小手鞠るい作 たかすかずみ絵講談社 児童読み物 11/1

170 地下室の日曜日　おばけだってなやみます ( 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 11/21

171 ピースがうちにやってきた 村上しいこ文 相野谷由起絵さ・え・ら書房 児童読み物 12/5

172 奉還町ラプソディ 村中李衣作 石川えりこ絵ＢＬ出版 児童読み物 11/9

173 それで、いい！ ( 本はともだち) 礒みゆき作 はたこうしろう絵ポプラ社 児童読み物 11/14

174 ねずみくん　だーれだ？ ( ねずみくんの絵本) なかえよしを作 上野紀子絵ポプラ社 児童読み物 11/7

175 ひ・る・ご・は・ん！ ( ほるぷ創作絵本) 武田美穂作 ほるぷ出版 児童読み物 11/22

176 オハヨウどろぼう おのりえん文・絵 理論社 児童読み物 11/16

177 １０代のうちに知っておきたい 政治のこと 越智敏夫監修 本作り空Ｓｏｌａ編著あかね書房 児童ノンフィクション 11/上

178 紙ヒコーキで 遊ぼう！飾ろう！ 戸田拓夫著 いかだ社 児童ノンフィクション 11/21

179 空気のふしぎ ( 調べる学習百科) 荒舩良孝構成・文 山崎詩郎監修岩崎書店 児童ノンフィクション 11/29

180 好きのありかた ( ＬＧＢＴだけじゃない！わたしの性３) 佐々木掌子監修 国土社 児童ノンフィクション 11/14



２０２２年11月新刊案内

Ｎｏ． 書名・シリーズ・受賞情報など

181 めざせ、イグ・ノーベル賞！？おもしろ自由研究３　社会・科学「トーストはたいていバターをぬった面を下にして落ちる」ほか　 沼田晶弘監修 チョッちゃん絵汐文社 児童ノンフィクション 11/下

182 サステナブル・プラネット　地球をたいせつにすることは、わたしたちの未来を守ること( プラネットシリーズ) アンナ・クレイボーン著 大山泉訳 評論社 児童ノンフィクション 11/9

183 ビジュアル解説！　世界の探知犬図鑑 「探知犬図鑑」編集委員会編文研出版 児童ノンフィクション 11/下

184 生きかたイロイロ！　昆虫変態図鑑 川邊透著 前畑真実著 平井規央監修ポプラ社 児童ノンフィクション 11/14

185 小学生でも安心！　海釣りと魚料理　きほんＢＯＯＫ　生態から食べ方までまるごと学ぼう　　　　　　　　　　　　山口充監修 メイツユニバーサルコンテンツ児童ノンフィクション 11/28

186 宇宙飛行士 ( 夢の仕事場シリーズ) 鈴木喜生著 朝日新聞出版 児童ノンフィクション 11/16

187 鳥のしぐさ・行動 よみとき図鑑 小宮輝之監修 カンゼン 児童ノンフィクション 11/16

188 未来の食べもの大研究　食の歴史とこれからをさぐろう( 楽しい調べ学習シリーズ) 石川伸一監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション 11/1

189 ヤングケアラー　考えよう、だれも取りのこさない社会 濱島淑惠監修 文溪堂 児童ノンフィクション 12/上

190 絵で旅する国境 クドル作 ヘラン絵 なかやまよしゆき訳文研出版 児童ノンフィクション 11/下

191 そうだったのか！　国の名前由来ずかん 辻原康夫監修 西村まさゆき著 タラジロウ絵ほるぷ出版 児童ノンフィクション 11/8

192 オタクを武器に生きていく ( １４歳の世渡り術) 吉田尚記著 河出書房新社 ヤングアダルト 11/25

193 ぼくたちクルド人　日本で生まれても、住み続けられないのはなぜ？野村昌二著 合同出版 ヤングアダルト 11/21

194 １４歳から考えたい　セクシュアリティ ヴェロニク・モティエ著 月沢李歌子訳すばる舎 ヤングアダルト 11/25

195 グレイス・イヤー　少女たちの聖域 キム・リゲット著 堀江里美訳早川書房 ヤングアダルト 11/15

196 青の刀匠 天沢夏月著 ポプラ社 ヤングアダルト 11/21

197 きみの鐘が鳴る ( ｔｅｅｎｓ’　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ) 尾崎英子作 ポプラ社 ヤングアダルト 11/7

198 ひこぼしを みあげて 瀧羽麻子作 今日マチ子絵偕成社 ヤングアダルト 11/10

199 手で見るぼくの世界は 樫崎茜作 酒井以画 くもん出版 ヤングアダルト 11/10

200 わたしたちの日常から世界がわかる　１３歳からのニューズウィーク こどもニューズウィーク編集部編 栗下直也著ＣＣＣメディアハウスヤングアダルト 11/30

201 命のスケッチブック 中谷加代子語り 小手鞠るい構成・文静山社 ヤングアダルト 11/8

202 いちばん大切な食べものの話　どこで誰がどうやって作ってるか知ってる？( ちくまＱブックス) 小泉武夫著 井出留美著筑摩書房 ヤングアダルト 11/15


