
書　　　名 編著者名 書　　　名 編著者名

1 「繊細さん」の幸せリスト 武田　友紀 26 古関裕而珠玉の３０曲 塩澤　実信

2 自分を好きになる練習 矢作　直樹 27 好日絵巻 森下　典子

3 不安に負けない心の整え方 枡野　俊明 28 ムダなお金をかけずに英語が話せる 日経WOMAN

4 女帝小池百合子 石井　妙子 29 英熟語図鑑 清水　健ニ

5 ならずもの　井上雅博伝 森 功 30 音読でたのしむ思い出の童謡・唱歌 齋藤　孝

6 いちばん美しい季節に行きたい日本 ＴＡＢＩＺＩＮＥ 31 じんかん 今村　翔吾

7 おいしい道の駅ドライブ名古屋・東海 昭文社 32 結婚させる家 桂　望実

8 そろそろ大阪の話をしよう 仲野　徹　 33 心霊探偵八雲　１２ 神永　学

9 ワイルドサイドをほっつき歩け ブレイディみかこ 34 心霊探偵八雲ＣＯＭＰＬＥＴＥＦＩＬＥＳ 神永　学

10 白人ナショナリズム 渡辺　靖 35 不良 北野　武

11 子育てベスト１００ 加藤　紀子 36 任侠シネマ 今野　敏　

12 応急手当イラスト図解事典 きょうの健康 37 新酒番船 佐伯　泰英

13 メーター検針員テゲテゲ日記 川嶋　徹　　 38 家族じまい 桜木　紫乃

14 捨てない暮らし 宝島社 39 稚児桜 澤田　瞳子

15 名もなき家事をサクッと解決 香村　薫 40 カレーライス 重松　清

16 月収２０万円で幸せに暮らす本 日経WOMAN 41 不協和音　２ 大門　剛明

17 身のまわりのもので手作りマスク 寺西　恵里子 42 十字架のカルテ 知念　実希人

18 不思議なお菓子サイエンススイーツ 太田　さちか 43 サキの忘れ物 津村　記久子

19 材料２つから　魔法のてぬきおやつ てぬキッチン 44 迷子のままで 天童　荒太

20 Ｃｏｍｅｈｏｍｅ！ｖｏｌ．６０ 主婦と生活社 45 銀花の蔵 遠田　潤子

21 新型コロナと貧困女子 中村　淳彦 46 少年と犬 馳　星周

22 バンクシー W.E.ジョーンズ 47 あしたの華姫 畠中　恵

23 日本画基本と応用のコツ４０ 中村 鳳男//監修 48 本所おけら長屋　１４ 畠山　健二

24 人生を１冊でふりかえる手作りアルバム 藤井　千代江 49 カエルの楽園２０２０ 百田　尚樹

25 ３色だけでセンスのいい色 ingectar-e 50 縄紋 真梨　幸子

（2020年6月・7月の登録・配架分より）
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書　　　名 編著者名 書　　　名 編著者名

51 ５２ヘルツのクジラたち 町田　そのこ 76 絶叫学級　むしばまれた家編 いしかわえみ//原著

52 きたきた捕物帖 宮部　みゆき 77 いじめ　女王のいる教室 武内　昌美

53 魔女たちは眠りを守る 村山　早紀 78 妖怪たちと秘密基地 富安　陽子

54 婚活食堂　３ 山口　恵以子 79 ルビねこと星ものがたり 野中　柊

55 信じた道の先に、花は咲く。 太田　朋子 80 かいけつゾロリのレッドダイヤ 原　ゆたか

56 死という最後の未来 石原　慎太郎 81 絶望鬼ごっこ　開かれし鬼の門 針　とら　　

57 美女ステイホーム 林　真理子 82 十年屋　４ 廣嶋　玲子

58 記憶喪失になったぼくが見た世界 坪倉　優介 83 イーブン 村上　しいこ

59 僕は、死なない。 刀根　健　 84 教室の日曜日パンツをはいた宇宙人 村上　しいこ

60 影を呑んだ少女 F.・ハーディング 85 ちょきんばこのたびやすみ 村上　しいこ

61 生きかたルールブック 林　ユミ//画 86 ミオとマーメイド深海のトロフィー M.・ジョーンズ

62 ピラミッドのサバイバル　１ 洪　在徹　 87 はかせのふしぎなプール 中村　至男

63 水害の大研究 河田惠昭//監修 88 うどんできた！ 加藤　休ミ

64 さらにざんねんないきもの事典 今泉忠明//監修 89 ７年目のランドセル 内堀タケシ/写真・文

65 ファーブル先生の昆虫教室　４ 奥本　大三郎 90 あかいしろくま 柴田　ケイコ

66 わたしたちのカメムシずかん 鈴木　海花 91 あかちゃんとわらべうた さいとうしのぶ

67 世界のスポーツカー図鑑 スタジオタック 92 アンパンマンとうみのあくま やなせ　たかし

68 りんごだんだん 小川忠博//写真 93 アンパンマンとぴいちくもり やなせ　たかし

69 トマトの大百科 中野　明正 94 うみでなんのぎょうれつ？ オームラトモコ

70 セサミストリートキャラクター セサミワークショップ 95 おたすけこびととおべんとう なかがわちひろ

71 オンライン！　２０ 雨蛙　ミドリ 96 ちいさなちいさなうみのおさんぽ さかい　さちえ

72 王の祭り 小川　英子　 97 パンダオリンピックたいそう いりやまさとし

73 雨の日は、いっしょに 大久保　雨咲 98 恐竜トリケラトプスとあくまのもり　 黒川　みつひろ

74 はりねずみのルーチカ　トゥーリ かんの　ゆうこ 99 ねむれなかったらやってみて！ A.C.ショウ・シーヌ

75 魔女のうらないグミ 草野　あきこ 100 ぼくはにんげん スーザン・ヴェルデ
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