
書　　　名 編著者名 書　　　名 編著者名

1 １は赤い。そして世界は緑と青で 望月　菜南子 26 ポストカードサイズのかわいいちぎり絵 丸田　ちひろ

2 自制心の足りないあなたへ 尾崎　由佳 27 話し方が上手くなる！１日１分朗読 魚住　りえ

3 開運に結びつく神様のおふだ 桜井　識子 28 すばやく鍛える読解力 樋口　裕一

4 スタンフォード式生き抜く力 星　友啓 29 超シルバー川柳　あっぱれ百歳編 みやぎシルバーネット

5 Ｊｏｙ　ａｔ　Ｗｏｒｋ 近藤　麻理恵 30 えにし屋春秋 あさの　あつこ

6 六十代と七十代心と体の整え方 和田　秀樹 31 陰陽屋と琥珀の瞳 天野　頌子

7 いちばん大事な生き方は、伊勢神宮が 吉川　竜実 32 半沢直樹アルルカンと道化師 池井戸　潤

8 名古屋発半日旅 吉田　友和 33 ワカタケル 池澤　夏樹

9 歪んだ正義 大治　朋子 34 泉鏡花観念・人世傑作選 泉　鏡花

10 マンション管理員オロオロ日記 南野　苑生 35 アマテラスの暗号 伊勢谷　武

11 家族のトリセツ 黒川　伊保子 36 ママナラナイ 井上　荒野

12 三重の怖い話 志月　かなで 37 犬がいた季節 伊吹　有喜

13 アフリカで誕生した人類が日本人になる 溝口　優司 38 ５４字の百物語 氏田　雄介

14 ＬＩＦＥＳＰＡＮ D.・A・シンクレア 39 とわの庭 小川　糸

15 がんが消えていく生き方　 船戸　崇史 40 死神の棋譜 奥泉　光

16 ウイルスに強くなる「粘膜免疫力」 溝口　徹 41 希望病棟 垣谷　美雨

17 無病法　極少食の威力 ルイジ・コルナロ 42 三度目の恋 川上　弘美

18 免疫専門医が毎日飲んでいる長寿スープ 藤田　紘一郎 43 我々は、みな孤独である 貴志　祐介

19 武漢日記 方方 44 日没 桐野　夏生

20 仏具とノーベル賞京都・島津製作所 鵜飼　秀徳 45 帝都争乱 今野　敏

21 Ｚｏｏｍ基本＋活用ワザ 田口和裕，他 46 千両かざり 西條　奈加

22 図解まるわかり５Ｇのしくみ 飯盛  英二 47 乱癒えず 佐伯　泰英

23 文房具の整理術 福島　槙子 48 インビジブル 坂上　泉

24 ちょっとの丸暗記で外食レベルのごはん 小竹　貴子 49 アンと愛情 坂木　司

25 内なる町から来た話 ショーン・タン 50 相剋 笹本　稜平
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書　　　名 編著者名 書　　　名 編著者名

51 いつの空にも星が出ていた 佐藤　多佳子 76 校内放送でつかえる学校なぞなぞ　５ ながた　みかこ

52 この気持ちもいつか忘れる 住野　よる 77 もっとよのなかルールブック 高濱　正伸

53 夜明けのすべて 瀬尾　まいこ 78 わくわく小惑星ずかん 吉川真//監修

54 あきない世傳金と銀　９　淵泉篇 高田　郁 79 ずかんウイルス 武村政春//監修

55 震雷の人 千葉　ともこ 80 絶叫学級　繰りかえすコドモタチ編 いしかわえみ//原著

56 スーパーカブｒｅｓｅｒｖｅ トネ・コーケン 81 おしりたんていおしりたんていのこい！？ トロル

57 今も未来も変わらない 長嶋　有 82 ココロ屋つむぎのなやみ 梨屋　アリエ

58 隣はシリアルキラー 中山　七里 83 妖怪の子預かります 廣嶋玲子//作

59 滅びの前のシャングリラ 凪良　ゆう 84 フルーツふれんずブドウくん 村上　しいこ

60 始まりの木 夏川　草介 85 西遊記　１４　寂の巻 斉藤　洋

61 本所おけら長屋　１５ 畠山　健二 86 あっごきぶりだ！ 塚本　やすし

62 ハグとナガラ 原田　マハ 87 うごきません。 大塚　健太

63 乳房のくにで 深沢　潮 88 ぎょうれつのできるスパゲッティやさん ふくざわ　ゆみこ

64 この本を盗む者は 深緑　野分 89 コんガらガっちなにになってすすむ？ ユーフラテス

65 風よあらしよ 村山　由佳 90 たぬきのいとぐるま 立原　えりか

66 黒猫と歩む白日のラビリンス 森　晶麿 91 ねこはるすばん 町田　尚子

67 婚活食堂　４ 山口　恵以子 92 ねぎぼうずのあさたろう　その１１ 飯野　和好

68 自転しながら公転する 山本　文緒 93 ノラネコぐんだんケーキをたべる 工藤　ノリコ

69 ルパンの星 横関　大 94 ほげちゃんとおともだち やぎ　たみこ

70 湖の女たち 吉田　修一 95 ぼくんちのおふろやさん とよた　かずひこ

71 吹上奇譚　第３話 吉本　ばなな 96 まどのむこうのくだものなあに？ 荒井　真紀

72 家族だから愛したんじゃなくて、 岸田　奈美 97 もりのおふとん 西村　敏雄

73 今日の人生　２ 益田　ミリ 98 ゆめぎんこう コンドウ　アキ

74 がんになった緩和ケア医が語る「残り２年」 関本　剛 99 ぜったいにあけちゃダメ？ラリーの ビル・コッター

75 妄想国語辞典　２ 野澤　幸司 100 はたらくくるまたちのかいたいこうじ S.・D.・リンカー
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