
資料名 著者名 出版者

1 天を測る 今野 敏 講談社

2 副鼻腔炎 文響社

3 観月 麻生 幾 文藝春秋

4 共謀捜査 堂場 瞬一 集英社

5 神様には負けられない 山本 幸久 新潮社

6 処方箋のないクリニック 仙川 環 小学館

7 見えない星に耳を澄ませて 香月 夕花 KADOKAWA

8 おしゃれな大人が実は!している小さな習慣 主婦と生活社

9 月下美人を待つ庭で 倉知 淳 東京創元社

10 いとまの雪下 伊集院 静 KADOKAWA

11 いとまの雪上 伊集院 静 KADOKAWA

12 星になりたかった君と 遊歩新夢 実業之日本社

13 あおり運転 菰田 潔 彩流社

14 から揚げっ!照り焼きっ!ハンバーグッ! 市瀬 悦子 グラフィック社

15 魚屋だから考えた。クリトモのかんたん魚レシピ 栗原 友 文藝春秋

16 大人かわいい飾り切り ほりえ さちこ 主婦の友社

17 子どものアレルギーのすべてがわかる本 海老澤 元宏 講談社

18 二人がいた食卓 遠藤 彩見 講談社

19 雪に撃つ 佐々木 譲 角川春樹事務所

20 ボールペン字の上品な書き方 浅倉 龍雲 日貿出版社

21 ほほえみを忘れずに。ルンルンでいきましょう 美輪 明宏 家の光協会

22 トッカイ 清武 英利 講談社

23 世界一わかりやすいメイクの教科書 長井 かおり 講談社

24 朝焼けにファンファーレ 織守 きょうや 新潮社
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25 彼女のスマホがつながらない 志駕 晃 小学館

26 月と私と甘い寓話(スイーツ) 野村 美月 ポプラ社

27 当確師 十二歳の革命 真山 仁 中央公論新社

28 カカ・ムラド～ナカムラのおじさん ガフワラ 双葉社

29 境界線 中山 七里 NHK出版

30 雪のなまえ 村山 由佳 徳間書店

31 新型コロナ自宅療養完全マニュアル 岡田 晴恵 実業之日本社

32 さのよいよい 戌井 昭人 新潮社

33
「そろそろ、お酒やめようかな」と思ったと
きに読む本

垣渕 洋一 青春出版社

34 生きるコツ 姜 尚中 毎日新聞出版

35 基本が身につくかな書道の教科書 田中 紫水 池田書店

36 初心者のためのキーボード講座2020 自由現代社編集部 自由現代社(発売)

37 JR上野駅公園口 柳 美里 河出書房新社

38 ぜんぶわかる消化器の事典 中島 淳 成美堂出版

39 るるぶ鹿児島21 JTBパブリッシング

40 地図で読む松本清張 北川 清 帝国書院

41 零から0へ まはら 三桃 ポプラ社

42 おたがいさま 群 ようこ 角川春樹事務所

43 あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。 汐見 夏衛 スターツ出版

44 旅する練習 乗代 雄介 講談社

45 野良犬の値段 百田 尚樹 幻冬舎

46 元彼の遺言状 新川 帆立 宝島社

47 メイド・イン京都 藤岡 陽子 朝日新聞出版

48 たかが殺人じゃないか 辻 真先 東京創元社

49 視力を失わないために今すぐできること 深作 秀春 主婦の友社

50 親も自分もすり減らない!?シングル介護術 さらだ たまこ WAVE出版



資料名 著者名 出版者

51 くもとり山のイノシシびょういん かこ さとし 福音館書店

52 かいけつゾロリきょうふのエイリアン 原 ゆたか ポプラ社

53 うしとざん 高畠 那生 小学館

54 塔の上のラプンツェル KADOKAWA

55 ネムノキをきらないで 岩瀬 成子 文研出版

56 すし屋のすてきな春原さん 戸森 しるこ 講談社

57 ポプラディアプラス日本の地理４ ポプラ社

58 なまはげ 池田 まき子 汐文社

59 もじをよむのがにがてなんです 柳家 花緑 ほるぷ出版

60 みえないこいぬぽっち ワンダ　ガアグ 好学社

61 グレッグのダメ日記 なんとかなるさ ジェフ　キニー ポプラ社

62 めいたんていサムくんとあんごうマン 那須 正幹 童心社

63 みけねえちゃんにいうてみな ともだちのひみつ 村上 しいこ 理論社

64 みんなはアイスをなめている 安田 夏菜 講談社

65 999ひきのきょうだいのおやすみなさい 木村 研 ひさかたチャイルド

66 分解する図鑑 森下 信 小学館

67 オニタロウ こさか まさみ 福音館書店

68 ポプラディアプラス日本の地理５ ポプラ社

69 ゆきだるまとかがみもち 林 木林 鈴木出版

70 たぬきのおまじない おおなり 修司 絵本館

71 せかいでさいしょにズボンをはいた女の子 キース　ネグレー 光村教育図書

72 しかくいまち 戸森 しるこ 理論社

73 ポプラディアプラス日本の地理６ ポプラ社

74 ポプラディアプラス日本の地理７ ポプラ社
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資料名 出版者

75 オレンジページ 2021年2/2号 ㈱オレンジページ

76 すてきにハンドメイド 2021年1月号 ＮＨＫ出版

77 オレンジページ 2021年1/17号 ㈱オレンジページ

78 婦人公論 2021年1/26号 中央公論社

79 ウィズ 2021年2月号 講談社

80 ＥＳＳＥ 2021年2月号 扶桑社
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