
書　　　名 編著者名 書　　　名 編著者名

1 恐い間取り　２ 松原タニシ 26 黄金の６０代 郷　ひろみ 

2 命日占い かげした真由子 27 日本製 三浦　春馬

3 ＨＹＧＧＥな子どもたち Nina 28 子規を「ギャ句゛」る 夏井いつき 

4 還暦からの底力 出口　治明 29 シルバー川柳　いつでも夢を編 みやぎシルバーネット

5 すごい神棚 窪寺　伸浩 30 風を結う あさのあつこ

6 お父さん、日本のことを教えて！ 赤塚　高仁 31 げいさい 会田　誠

7 カラー化した写真でよみがえる戦前 庭田　杏珠  32 赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 青柳　碧人

8 世界はもっと！ほしいモノにあふれてる 日本放送協会 33 類 朝井まかて

9 小池百合子権力に憑かれた女 和田　泰明 34 あめつちのうた 朝倉　宏景

10 教養としての投資 奥野　一成 35 僕の神さま 芦沢　央

11 1955の夏　語り伝えたい話 大川　吉崇 36 トツ！ 麻生　幾

12 子どもが「学び合う」オンライン授業！ 西川　純 37 楽園の烏 阿部　智里

13 「育ちがいい人」だけが知っていること 諏内　えみ 38 赤い砂を蹴る 石原　燃

14 生き物の死にざま はかない命 稲垣　栄洋 39 邦人奪還 伊藤　祐靖

15 血圧を最速で下げる 奥田　昌子 40 遥かに届くきみの聲 大橋　崇行

16 発達障害サバイバルガイド 借金玉 41 スキマワラシ 恩田　陸

17 シニアの頻尿・尿もれ・便失禁 高橋悟//監修 42 コロナ黙示録 海堂　尊

18 足腰は１分で強くなる！ 高子　大樹 43 ｆｉｓｈｙ 金原ひとみ

19 疫病２０２０ 門田　隆将 44 組曲わすれこうじ 黒田　夏子

20 作って楽しい、手作りエコバッグ 主婦の友社 45 心淋し川 西條　奈加

21 Ｃｏｍｅ　ｈｏｍｅ！　ｖｏｌ．６１ 主婦と生活社 46 図書館の子 佐々木　譲

22 配膳さんという仕事 笠井　一子 47 希望の峰マカルー西壁 笹本　稜平

23 もっと知りたい鳥獣戯画 東京美術 48 百年と一日 柴崎　友香

24 １、２、３色の色えんぴつでイラスト ふじわらてるえ 49 海の怪 鈴木　光司 

25 二番目の悪者 林　木林 50 首里の馬 高山　羽根子

（2020年8月・9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 鯖猫長屋ふしぎ草紙　８ 田牧　大和 76 こどもＳＤＧｓ 秋山宏次郎//監修

52 水を縫う 寺地はるな 77 なぜ僕らは働くのか 池上彰//監修

53 破局 遠野　遥 78 ジュニア空想科学読本　２０ 柳田理科雄

54 かきあげ家族 中島たい子 79 もーっとわけあって絶滅しました。 今泉忠明//監修

55 浅田家！ 中野　量太 80 みんなに話したくなる感染症のはなし 仲野　徹

56 テロリストの家 中山　七里 81 捨て犬・未来、しあわせの足あと 今西　乃子

57 チーム・オベリベリ 乃南　アサ 82 １％　１６ このはなさくら

58 電話をしてるふり バイク川崎バイク 83 ５分後に恋の結末そして、誰かの 橘　つばさ

59 いちねんかん 畠中　恵 84 雨ふる本屋と雨かんむりの花 日向理恵子

60 令夢の世界はスリップする はやみねかおる 85 妖怪の子預かります 廣嶋　玲子

61 口福のレシピ 原田　ひ香 86 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１４ 廣嶋　玲子

62 君に読ませたいミステリがあるんだ 東川　篤哉 87 ブラック保健室は知っている 藤本ひとみ//原著

63 最後の晩ごはん地下アイドルと筑前煮 椹野　道流 88 ほねほねザウルス　２３ ぐるーぷ・アンモナイツ

64 夢をかなえるゾウ　４ 水野　敬也 89 プチ・ニコラ J.・J.・サンペ

65 灯台からの響き 宮本　輝 90 あつかったらぬげばいい ヨシタケシンスケ

66 一人称単数 村上　春樹 91 男の子でもできること 国際NGOプラン

67 女だてら 諸田　玲子 92 恐竜トリケラトプスとティラノきょうだい 黒川　みつひろ

68 あなたとオムライス 山口恵以子 93 子どもの本の世界を変えたニューベリー ミシェル・マーケル

69 帰ってきたＫ２ 横関　大 94 にくのくに はらぺこめがね

70 夫の後始末　続 曾野　綾子 95 ねぐせのしくみ ヨシタケシンスケ

71 欲が出ました ヨシタケシンスケ 96 ひろいひろいひろいせかいに L.・スロボドキン

72 死にたいけどトッポッキは食べたい ペク　セヒ 97 ぼくは犬や ペク　ヒナ

73 メイドの手帖 ステファニー・ランド 98 ポッポーきかんしゃ とよたかずひこ

74 学校なぞなぞ４　教室、職員室編 ながたみかこ 99 ますくちゃんでばんです よこみちけいこ

75 命のうた 竹内早希子 100 みどりのほし 林　木林 
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