
No. 本　　　　名 作者 出版社

1 山のちょうじょうの木のてっぺん 最上 一平 新日本出版社

2 おれ、よびだしになる 中川 ひろたか アリス館

3 タヌキのきょうしつ 山下 明生 あかね書房

4 ながーい５ふん みじかい５ふん リズ・ガートン・スキャンロン 光村教育図書

5 青いあいつがやってきた!? 松井 ラフ 文研出版

6 ねこと王さま ニック・シャラット 徳間書店

7 ポリぶくろ、１まい、すてた ミランダ・ポール さ ・ え ・ ら 書 房

8 北極と南極の「へぇ～」くらべてわかる地球のこと 中山 由美 学研プラス

9 ヒロシマ 消えたかぞく 指田 和 ポプラ社

10 月と珊瑚 上條 さなえ 講談社

11 飛ぶための百歩 ジュゼッペ・フェスタ 岩崎書店

12 風を切って走りたい! 夢をかなえるバリアフリー自転車 高橋 うらら 金の星社

13 天使のにもつ いとう　みく 童心社

14 11番目の取引 アリッサ・ホリングスワース 鈴木出版

15 平和のバトン 弓狩 匡純 くもん出版

16 廉太郎ノオト 谷津矢車 中央公論新社

17 フラミンゴボーイ マイケル モーパーゴ 小学館

18 キャパとゲルダ ふたりの戦場カメラマン マーク・アロンソン&マリナ・ブドーズ あすなろ書房

19 あるかしら書店 ヨシタケ シンスケ ポプラ社

20 りんごかもしれない ヨシタケ シンスケ ブロンズ新社

21 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 廣嶋玲子 偕成社

22 おしりたんてい�ラッキーキャットはだれのてに！ トロル ポプラ社

23 ぼくらの七日間戦争 宗田理 角川書店

24 ねぇ、ママ?僕のお願い! つんく 双葉社

25 おもしろい! 進化のふしぎ もっとざんねんないきもの事典 今泉忠明 高橋書店

26 鬼滅の刃�しあわせの花 吾峠呼世晴 集英社

27 鬼滅の刃 １ 吾峠呼世晴 集英社

28 鬼滅の刃 2 吾峠呼世晴 集英社

29 鬼滅の刃 3 吾峠呼世晴 集英社

30 鬼滅の刃 4 吾峠呼世晴 集英社

31 鬼滅の刃 5 吾峠呼世晴 集英社

32 ちはやふる(44) 末次　由紀 講談社

33 宇宙兄弟(37) 小山　宙哉 講談社

34 新テニスの王子様 29 許斐　剛 集英社

35 ハイキュー!! 43 古館　春一 集英社
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36 メロンパンナとブラックロールパンナ やなせたかし フレーベル館

37 しんかんせん しゅっぱつ! 小賀野 実 ポプラ社

38 もふもふどうぶつ パレード100 内山 晟 ポプラ社

39 オニのふろめぐり 岡田よしたか 小学館

40 まるまる ぽぽぽん かしわらあきお 学研プラス

41 すいぞくかん 中村 庸夫、 中村 武弘 ポプラ社

42 くろくまくん　トイレでちー！ たかい よしかず くもん出版

43 もったいないばあさん 真珠 まりこ 講談社

44 プラスチックのうみ ミシェル・ロード 小学館

45 ワイルドサイドをほっつき歩け ブレイディ みかこ 筑摩書房

46 ＰＣＩＴから学ぶ子育て 加茂 登志子 小学館

47 男役 中山 可穂 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

48 娘役 中山 可穂 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

49 リセット 垣谷美雨 双葉社

50 サムのこと　猿に会う 西 加奈子 小学館

51 いわずにおれない まど みちお 集英社

52 大河の一滴 五木 寛之 幻冬舎

53 きたきた捕物帖 宮部みゆき ＰＨＰ研究所

54 怪しい人びと 東野 圭吾 光文社

55 犯人のいない殺人の夜 東野 圭吾 光文社

56 「あたりまえ」からズレても - ひきこもり経験者が綴る 藤本文朗/森下博 日本機関紙出版センター

57 おんなたちは鬼になる�消費者運動、原発、平和 富山 洋子、 神田 浩史 解放出版社

58 繊細すぎてしんどいあなたへ - ＨＳＰ相談室 串崎 真志 岩波書店

59 FACTFULNESS(ファクトフルネス) ハンス・ロスリング 日経ＢＰ

60 カエルの楽園２０２０ 百田尚樹 新潮社

61 還暦からの底力�歴史・人・旅に学ぶ生き方 出口 治明 講談社

62 訪問調理師ごはんさんのどんどんおかわりする子ども大好きレシピ78 ごはんさん 徳間書店


