
書　　　名 編著者名 書　　　名 編著者名

1 スピリチュアルズ「わたし」の謎 橘　玲 21 ぼく モグラ キツネ 馬 C.・マッケジー

2 「利他」とは何か 伊藤　亜紗 22 いつでも君のそばにいる リト＠葉っぱ切り絵

3 ミライの武器 吉藤　オリィ 23 もっと知りたい川瀬巴水と新版画 滝沢　恭司

4 戦争というもの 半藤　一利 24 ノースウッズ生命を与える大地 大竹 　英洋

5 グラレコで学ぶ経済本 澤　昭人　　 25 リュック1つ！ キャブヘイのソロキャンプ キャブヘイ

6 フリーランス節税事典 横山　光昭　　 26 超シルバー川柳　人生の花束編 みやぎシルバーネット

7 会計の地図 近藤　哲朗　　 27 泳ぐ者 青山　文平

8 子どもの才能を引き出す 李雅　卿　　 28 教室が、ひとりになるまで 浅倉　秋成

9 オンライン授業のためのZoomレッスン 岸田　典子 29 五郎治殿御始末　新装版 浅田　次郎

10 世界の仕組みを物理学で知る 松原　隆彦 30 星に祈る　おいち不思議がたり あさの あつこ

11 老いの取扱説明書 ニュートンプレス 31 スモールワールズ 一穂　ミチ

12 病気の科学知識 ニュートンプレス 32 めぐりんと私。 大崎　梢

13 養老先生、病院へ行く 養老　孟司 33 ナインストーリーズ 乙川　優三郎

14 まいにちタマゴ　 タマゴ科学研究会 34 ひとでちゃんに殺される 片岡　翔

15 ゼロからはじめるｉＣｌｏｕｄ リンクアップ 35 火車の残花　浮雲心霊奇譚 神永　学

16 一枚裁ちのゆったりきれいな手ぬい服 高橋　恵美子 36 インドラネット 桐野　夏生

17 家庭科３だった私が３６５日、手作り服 津田　蘭子 37 照降町四季３  梅花下駄 佐伯　泰英

18 リュック作り教室 水野　佳子 38 出絞と花かんざし 佐伯　泰英

19 志麻さんの台所ルール タサン　志麻 39 満天の花 佐川　光晴

20 ぼくのお父さん 矢部　太郎 40 テスカトリポカ 佐藤　究

裏面へつづく
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書　　　名 編著者名 書　　　名 編著者名

41 星落ちて、なお 澤田　瞳子 66 ジブリの食卓アーヤと魔女 主婦の友社

42 予言の島 澤村　伊智 67 富岡製糸場 田村仁//写真・文

43 高瀬庄左衛門御留書 砂原　浩太朗 68 ぺんたと小春のめんどいまちがいさがし２ ペンギン飛行機製作所

44 破天荒 高杉　良 69 キダマッチ先生！　５ 今井　恭子

45 その日、朱音は空を飛んだ 武田　綾乃 70 あいがあれば名探偵 杉山　亮

46 琥珀の夏 辻村　深月 71 絶叫学級　赤い断末魔編 いしかわえみ//原著

47 カード師 中村　文則 72 学校の怪談５分間の恐怖　校内放送 中村　まさみ

48 もういちどベートーヴェン 中山　七里 73 ルビと子ねこのワルツ 野中　柊

49 リボルバー 原田　マハ 74 絶望鬼ごっこ16凍てつく地獄 針　とら

50 旅屋おかえり 原田　マハ 75 鬼遊び闇の子守唄 廣嶋　玲子

51 本心 平野　啓一郎 76 フルーツふれんず　イチゴちゃん 村上　しいこ

52 疼くひと 松井　久子 77 用具室の日曜日　カミナリこぞうと 村上　しいこ

53 雷神 道尾　秀介 78 ソウルフル・ワールド テニー・ネルソン

54 全員悪人 村井　理子 79 アインシュタイン トーベン・クールマン

55 婚活食堂　５ 山口　恵以子 80 空き家 有田　奈央

56 犬部！　映画小説版 山田　あかね 81 あきらがあけてあげるから ヨシタケシンスケ

57 月下のサクラ 柚月　裕子 82 えんそくねこねこ 長野　ヒデ子

58 黒牢城 米澤　穂信 83 おふくさんのてるてるぼうず 服部　美法

59 彼岸花が咲く島 李　琴峰 84 げっけいのはなし　いのちのはなし おおいし　まな

60 呪い禍　古道具屋皆塵堂 輪渡　颯介 85 そらまめくんのまいにちはたからもの なかや　みわ

61 キリギリスのしあわせ トーン・テレヘン 86 ぞうのエルマーいろいろさがしえブック デビッド・マッキー

62 世界一トホホな算数事典 細水俣宏//監修 87 地球がうみだす土のはなし 大西　健夫

63 表・グラフの読み方・つくり方 渡辺　美智子 88 ぼくのがっこう 鈴木のりたけ

64 ＮＨＫ「香川照之の昆虫すごいぜ！」図鑑 カマキリ先生 89 もりの100かいだてのいえ いわい　としお

65 進化する船のしくみ 鈴木  和夫 90 わんぱくだんのりゅうぐうじょう ゆきの　ゆみこ

　　 ほか
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