
書　　　名 編著者名 書　　　名 編著者名

1 ７４歳、ないのはお金だけ。あとは ミツコ 26 鍋おかず１００ 鈴木　理乃

2 ７０歳のたしなみ 坂東　眞理子 27 コーヒー語辞典 山本　加奈子

3 狛犬さんぽ ミノシマタカコ 28 片付けは減らすが９割 阪口　ゆうこ

4 古事記及び日本書紀の研究　完全版 津田　左右吉 29 新型コロナウイルス対策正しい除菌 扶桑社

5 古代エジプト解剖図鑑 近藤　二郎 30 明智光秀と三英傑 鈴屋出版

6 Ａｕオードリー・タン チュウ　アイリス 31 全国厄除け郷土玩具 中村　浩　訳

7 よけいなひと言を好かれるセリフに 大野　萌子 32 浪花千栄子 青山　誠

8 その言い方は「失礼」です！ 吉原　珠央 33 最高の健康 山本　義徳

9 おうち性教育はじめます フクチ　マミ 34 出版翻訳家なんてなるんじゃなかった 宮崎　伸治

10 子どもも自分もラクになる「どならない 伊藤　徳馬 35 英語独習法 今井　むつみ

11 身の回りを数学で説明する事典 ニュートンプレス 36 マナーはいらない 三浦　しをん

12 世界のふしぎな木の実図鑑 創元社 37 アンダークラス 相場　英雄

13 アリ語で寝言を言いました 村上　貴弘 38 お探し物は図書室まで 青山　美智子

14 エンド・オブ・ライフ 佐々　涼子 39 八月の銀の雪 伊与原　新

15 人体の取扱説明書 ニュートンプレス 40 狸の腹鼓 宇江　敏勝

16 脳寿命を延ばす認知症にならない 新井　平伊 41 かか 宇佐見　りん

17 まずはこの１７食材を。 村山　彩 42 推し、燃ゆ 宇佐見　りん

18 ダイコンで腸活！血圧が下がる！ マキノ出版 43 今度生まれたら 内館　牧子

19 魔法のハチミツ マキノ出版 44 冬の狩人 大沢　在昌

20 たちどまって考える ヤマザキマリ 45 コロナと潜水服 奥田　英朗

21 自衛隊感染予防ＢＯＯＫ イカロス出版 46 傍聴者 折原　一

22 宇宙に行くことは地球を知ること 野口　聡一 47 銀の夜 角田　光代

23 かんたんＹｏｕＴｕｂｅ入門 ＡＹＵＲＡ 48 オルタネート 加藤シゲアキ

24 文房具語辞典 高畑　正幸 49 騙る 黒川　博行

25 帯を切らずにつくれるかんたん作り帯 和らく会 50 ラストは初めから決まっていた 小手鞠　るい
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書　　　名 編著者名 書　　　名 編著者名

51 雪に撃つ 佐々木　譲 76 分解する図鑑 小学館

52 ２０２０年の恋人たち 島本　理生 77 超高層ビルのサバイバル　１ 朝日新聞出版

53 元彼の遺言状 新川　帆立 78 日本語オノマトペのえほん 高野　紀子

54 鯖猫長屋ふしぎ草紙　９ 田牧　大和 79 ジャレットと魔法のコイン あんびる　やすこ

55 十の輪をくぐる 辻堂　ゆめ 80 かいけつゾロリきょうふのエイリアン 原　ゆたか

56 復讐の協奏曲 中山　七里 81 絶望鬼ごっこうらぎりの地獄美術館 針　とら

57 境界線 中山　七里 82 おもしろい話、集めました。Ｒ ひのひまり　他

58 旅する練習 乗代　雄介 83 妖怪の子預かります　１０ 廣嶋　玲子

59 院内刑事ザ・パンデミック 濱　嘉之 84 防災室の日曜日カラスてんぐと 村上　しいこ

60 一橋桐子（７６）の犯罪日記 原田　ひ香 85 みけねえちゃんにいうてみな　ともだち 村上　しいこ

61 ブラック・ショーマンと名もなき町の 東野　圭吾 86 戦国ベースボール夢の球宴！地獄オール りょくち　真太

62 青春とは、 姫野カオルコ 87 若おかみは小学生！スペシャル短編集３ 令丈　ヒロ子

63 野良犬の値段 百田　尚樹 88 グレッグのダメ日記なんとかなるさ ジェフ・キニー

64 ぼくもだよ。 平岡　陽明 89 ミオととなりのマーメイド　恋は M.・ジョーンズ

65 ちえもん 松尾　清貴 90 イッカボッグ Ｊ．Ｋ．ローリング

66 晴れた日は図書館へいこう夢のかたち 緑川　聖司 91 あるヘラジカの物語 鈴木　まもる

67 絵ことば又兵衛 谷津　矢車 92 ９９９ひきのきょうだいのおやすみ 木村　研

68 オペレーション雷撃 山下　裕貴 93 じごくわらしがくるぞ！ 塚本　やすし

69 何がおかしい　新装版 佐藤　愛子 94 チコちゃんに叱られるひとがペットを 海老　克哉

70 老いと学びの極意 武田　鉄矢 95 でんちゃんとせんちゃん 丸山　誠司

71 不埒な人たち ヤロスラフ・ハシェク 96 まんぷくよこちょう なかざわくみこ

72 校内放送でつかえる学校なぞなぞ６ ながた　みかこ 97 みそしるをつくる 高山　なおみ

73 ピラミッドのサバイバル　３ 洪　在徹 98 ルラルさんのつりざお いとう　ひろし

74 渋沢栄一　学習まんが人物館 小学館 99 おともだちになってくれる？ S.・マクブラットニィ

75 ジュニア空想科学読本　２１ 柳田　理科雄 100 オレ、ねたくないからねない デヴ・ペティ
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