
書　　　名 編著者名 書　　　名 編著者名

1 まるわかりデータベースのしくみ 坂上　幸大 26 本当の自由を手に入れるお金の大学 両＠リベ大学長

2 かがくのとものもと かがくのとも編集部 27 魔法のてぬきごはん てぬキッチン

3 １秒で幸せを呼び込む言葉 精神科医Ｔｏｍｙ 28 味わいリッチな焼き菓子レシピ gemomoge

4 明日死んでもいいための４４のレッスン 下重　暁子 29 あの懐かしい味の野菜を自分でつくる 岩崎　政利

5 ブッダの獅子吼 北川　達也 30 鉄道マーク大図鑑 松原  一己

6 城郭考古学の冒険 千田　嘉博 31 のほほんふたり暮らし 阿佐ヶ谷姉妹

7 一度は行きたい！絶景桜２０２１ ジーウォーク 32 「文章術のベストセラー１００冊」の 藤吉　豊

8 図解実家の相続、今からトラブル 松原　昌洙 33 児童文学塾 日本児童文芸家協会

9 人新世の「資本論」 斎藤　幸平 34 居酒屋ぼったくりおかわり！　２ 秋川　滝美

10 それ、やってはいけない！ハラスメント 野原蓉子//監修 35 汚れた手をそこで拭かない 芦沢　央

11 在宅ひとり死のススメ 上野　千鶴子 36 草原のサーカス 彩瀬　まる

12 災害特派員 三浦　英之 37 覇王の神殿 伊東　潤

13 自宅学習の強化書 葉一 38 母影 尾崎　世界観

14 国語教科書の定番教材を検討する 石井　正己 39 魯肉飯のさえずり 温　又柔

15 子育てで困ったら、これやってみ！ てぃ先生 40 灰の劇場 恩田　陸

16 文系もハマる数学 横山　明日希 41 代理母、はじめました 垣谷　美雨

17 新型コロナウイルス感染症もっと対応 西口幸雄//監修 42 最後は会ってさよならをしよう 神田　澪

18 専門医が教える新型コロナ・感染症 忽那　賢志 43 コンジュジ 木崎　みつ子

19 トントン肺たたき健康法 小池　妙子 44 祇園会 佐伯　泰英

20 不老長寿メソッド 鈴木　祐 45 身分帳 佐木　隆三

21 玄米ゆる断食 荻野　芳隆 46 その扉をたたく音 瀬尾　まいこ

22 大手私鉄サイドビュー図鑑　３ 柴田東吾//解説 47 化け者心中 蝉谷　めぐ実

23 ＪＲ全車両大図鑑　最新版 原口　隆行 48 あきない世傳金と銀　１０　合流篇 高田　郁

24 精密図解日本海軍艦艇図鑑 歴史群像編集部 49 十年後の恋 辻　仁成

25 ６５歳から心ゆたかに暮らすために ショコラ 50 たかが殺人じゃないか 辻　真先
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51 刑事の枷 堂場　瞬一 76 コウノトリがはこんだんじゃないよ！ ロビー・H.ハリス

52 砂の家 堂場　瞬一 77 プロから学ぶ修理ずかん　３ フレーベル館

53 紅蓮の雪 遠田　潤子 78 １２つきのおはなし＆パンレシピ Ｇｏｍａ

54 アンダードッグス 長浦　京 79 気をつけよう!自転車トラブル 日本交通安全教育

55 ラスプーチンの庭 中山　七里 80 鉄道ものしり大百科 旅と鉄道編集部

56 泣くな研修医 中山　祐次郎 81 オンライン！　２１ 雨蛙　ミドリ

57 近鉄特急殺人事件 西村　京太郎 82 夜叉神川 安東　みきえ

58 悪の芽 貫井　徳郎 83 約束のネバーランド　みらい文庫版 白井カイウ//原作

59 いわいごと 畠中　恵 84 モンスター・ホテルでおばけやしき 柏葉　幸子

60 睦家四姉妹図 藤谷　治 85 ノラネコぐんだんと金色の魔法使い 工藤　ノリコ

61 最後の晩ごはん初恋と鮭の包み焼き 椹野　道流 86 うさぎのモニカのケーキ屋さん 小手鞠　るい

62 オムニバス 誉田　哲也 87 スキ・キライ相関図　３ このはなさくら

63 それでも、陽は昇る 真山　仁 88 多摩川にすてられたミーコ なりゆきわかこ

64 みんなのナポリタン 山口　恵以子 89 動物探偵ミア犯人はほかにいる！ D. キンプトン

65 血も涙もある 山田　詠美 90 アーヤと魔女 D.W.ジョーンズ

66 湯どうふ牡丹雪 山本　一力 91 アンパンマンとちくりん やなせ　たかし

67 ＪＲ品川駅高輪口　新装版 柳　美里 92 いただきます。ごちそうさま。 あさの　あつこ

68 向田邦子ベスト・エッセイ 向田　邦子 93 かける はらぺこめがね

69 食べることと出すこと 頭木　弘樹 94 しりとり 安野　光雅

70 元女子高生、パパになる 杉山　文野 95 すきなことにがてなこと 新井　洋行

71 誤作動する脳 樋口　直美 96 にくにくしろくま 柴田　ケイコ

72 クララとお日さま カズオ・イシグロ 97 パンどろぼうｖｓにせパンどろぼう 柴田　ケイコ

73 はじまりの２４時間書店 ロビン・スローン 98 ぼく、うしになる 中川　ひろたか

74 アナと雪の女王エピソード０ マリ・マンクーシ 99 みたらみられた たけがみ　たえ

75 日本のすがた　２０２１ 矢野恒太記念会 100 ニマとおにばば P. ベルトラン

　　ほか
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