
書　名 著　者 出版社

1 オリーブの実るころ 中島  京子 講談社

2 鷹の系譜 堂場  瞬一 講談社

3 ナゾトキ・ジパング 青柳  碧人 小学館

4 月魚 大活字本シリーズ 三浦  しをん 埼玉福祉会

5 税金で買った本　1 系山  冏 講談社

6 禁猟区 石田  衣良 集英社

7 恋ふらむ鳥は 澤田  瞳子 毎日新聞出版

8 晩秋行 大沢  在昌 双葉社

9 デジタル依存症の罠　ネット社会にどう対応するか 香山  リカ さくら舎

10 ゴールデンカムイ　29 野田  サトル 集英社

11 ブータン、世界でいちばん幸せな女の子 阿川  佐和子 文藝春秋

12 姫 花村  萬月 光文社

13 揚羽の夢 朱川  湊人 光文社

14 夏休みの空欄探し 似鳥  鶏 ポプラ社

15 夢をかなえるゾウ　0　ガネーシャと夢を食べるバク 水野  敬也 文響社

16 JK 松岡  圭祐  KADOKAWA

17 二つの祖国　第1巻 山崎  豊子 新潮社

18 二つの祖国　第2巻 山崎  豊子 新潮社

19 二つの祖国　第3巻 山崎  豊子 新潮社

20 二つの祖国　第4巻 山崎  豊子 新潮社

21 音の細道 群  ようこ 埼玉福祉会

22 敵討 吉村  昭 埼玉福祉会

23 つばくろ越え　上　蓬萊屋帳外控 志水  辰夫 埼玉福祉会

24 つばくろ越え　下　蓬萊屋帳外控 志水  辰夫 埼玉福祉会

25 ふるさと銀河線　上　軌道春秋 高田  郁 埼玉福祉会

26 ふるさと銀河線　下　軌道春秋 高田  郁 埼玉福祉会

27 立身いたしたく候　上 梶  よう子 埼玉福祉会

28 立身いたしたく候　下 梶  よう子 埼玉福祉会

29 老〜い、どん!　[1]　70〜90代あなたにも「ヨタヘロ期」がやってくる 樋口  恵子 婦人之友社

30 筆のみが知る　幽霊絵師火狂 近藤  史恵 KADOKAWA

31 わたしたち 落合  恵子 河出書房新社

32 セカンドチャンス 篠田  節子 講談社

33 爆発物処理班の遭遇したスピン 佐藤  究 講談社

34 道 白石  一文 小学館

35 鯉姫婚姻譚 藍銅  ツバメ 新潮社

36 墜落 真山  仁 文藝春秋

37 女人入眼 永井  紗耶子 中央公論新社

38 チョウセンアサガオの咲く夏 柚月  裕子 KADOKAWA

39 ホワイトルーキーズ　2 佐竹  アキノリ  主婦の友インフォス

40 ホワイトルーキーズ　[1] 佐竹  アキノリ  主婦の友インフォス

41 ONE PIECE　巻102　天王山 尾田  栄一郎 集英社

42 ONE PIECE　巻87　甘くない 尾田  栄一郎 集英社

43 税金で買った本　2 系山  冏 講談社

44 星屑 村山  由佳 幻冬舎

45 掬えば手には 瀬尾  まいこ 講談社

46 凍る草原に鐘は鳴る 天城  光琴 文藝春秋
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47 俺ではない炎上 浅倉  秋成 双葉社

48 デリカシー体操　ヨシタケシンスケスケッチ集 ヨシタケ  シンスケ グラフィック社

49 名探偵コナン　VOLUME101 青山  剛昌 小学館

50 紙の梟　ハーシュソサエティ 貫井  徳郎 文藝春秋

51 スマホになじんでおりません 群  ようこ 文藝春秋

52 号外!幕末かわら版 土橋  章宏  角川春樹事務所

53 先祖探偵 新川  帆立 角川春樹事務所

54 蹴れ、彦五郎 今村  翔吾 祥伝社

55 やっと訪れた春に 青山  文平 祥伝社

56 ダフ・マッケイガン自伝　イッツ・ソー・イージー:アンド・アザー・ライズ ダフ・マッケイガン DU BOOKS

57 任俠楽団 今野  敏 中央公論新社

58 起立性調節障害<OD>　朝起きられない子どもの病気がわかる本　イラスト版 田中  大介 講談社

59 睡眠専門医が教える!子供が朝起きなくなったときに、親子で読む本 渥美  正彦 セルバ出版

60 子どもが不登校になっちゃった!　「なんでウチの子が…」から先へ進める復学までのポイント ラン すばる舎

61 おひさまやのハンカチ 茂市  久美子 講談社

62 ドリトル先生ガラパゴスを救う 福岡  伸一 朝日新聞出版

63 はじめてのこどもキッチン　よくできました!一生役立つ! 鈴木  薫 KADOKAWA

64 こどもが探せる身近な場所のきれいな石材図鑑 柴山  元彦 創元社

65 王さまのおうごんのひげ クラース・フェルプランケ 化学同人

66 ふしぎな図書館とアラビアンナイト 廣嶋  玲子 講談社

67 ロドリゴ・ラウバインと従者クニルプス ミヒャエル・エンデ 小学館

68 だれのからだ?　もようやかたちでわかる動物のひみつ 有沢  重雄 偕成社

69 はまったら抜けだせない!?食虫植物 石倉  ヒロユキ 岩崎書店

70 はだしであるく 石川  えりこ あすなろ書房

71 后来后来怎麼了 ヨシタケ  シンスケ 中国出版トーハン

72 這是蘋果罵也許是 ヨシタケ  シンスケ 中国出版トーハン

73 做個機器人仮装是我 ヨシタケ  シンスケ 中国出版トーハン

74 脱不下来 ヨシタケ  シンスケ 中国出版トーハン

75 夏美変変変 ヨシタケ  シンスケ 中国出版トーハン

76 尿袴子男孩 ヨシタケ  シンスケ 中国出版トーハン

77 海のてがみのゆうびんや エリン・E.ステッド 化学同人

78 水辺のワンダー　世界を旅して未来を考えた 橋本  淳司 文研出版

79 トラからぬすんだ物語 テェ・ケラー 評論社

80 鳥は恐竜だった　鳥の巣からみた進化の物語 鈴木  まもる アリス館

81 こうもり アヤ井  アキコ 偕成社

82 びっくり!動物園のおしごと大図鑑　70のひみつにせまる! DK社 編 河出書房新社

83 草はらをのぞいてみればカヤネズミ　日本でいちばん小さなネズミの物語 ゆうき  えつこ 小学館

84 かみなり 妹尾  堅一郎 ポプラ社

85 かきごおり 石津  ちひろ 講談社

86 トーキングドラム　心ゆさぶるわたしたちのリズム 佐藤  まどか PHP研究所

87 ねずみくんはカメラマン 上野  紀子 ポプラ社

88 みどりの森のなかまたち たかどの  ほうこ 理論社

89 マシュマロおばけ プリシラ・フリードリック‖文　オットー・フリードリック‖文　ルイス・スロボドキン‖絵　小宮  由‖訳 瑞雲舎

90 ちいさいごみしゅうしゅうしゃぱっくんはどこだ? オームラ  トモコ ひさかたチャイルド


