
順位 タイトル 出版社 著者 NDC コンテンツタイプ 傾向

2021年度　LibrariE＆TRC-DL　貸出ベスト200

1 どうぞのいす （うごくえほんチルビー） 〔モーニング〕 K726.6 リッチ

2 マンガでわかるアンガーコントロールガイド 法研 ＊清水栄司/著 141.6 リフロー

3 ぶららんこ 電子書籍版 （PHP電子） ＰＨＰ研究所 ＊鈴木のりたけ/作・絵 E フィックス

4 す〜べりだい 電子書籍版 （PHP電子） ＰＨＰ研究所 ＊鈴木のりたけ/作・絵 E フィックス

5 うえへまいりまぁす （うごくえほんチルビー） 〔モーニング〕 K726.6 リッチ

6 そらとぶパン （うごくえほんチルビー） 〔モーニング〕 K726.6 リッチ

7 999ひきのきょうだい （うごくえほんチルビー） 〔モーニング〕 K726.6 リッチ

8 モグの山 吉備人出版 ＊平松季理子/絵 E フィックス

9 かがみの孤城 ポプラ社 ＊辻村深月/著 913.6 リフロー

10 ライオンのおやつ ポプラ社 ＊小川糸/著 913.6 リフロー

11 すっぽんぽんのすけ （うごくえほんチルビー） 〔モーニング〕 K726.6 リッチ

12 いちにちぶんぼうぐ 電子書籍版 （PHP電子） ＰＨＰ研究所 ＊かわしまななえ/え E フィックス

13 いちにちのりもの 電子書籍版 （PHP電子） ＰＨＰ研究所 ＊かわしまななえ/え E フィックス

14 999ひきのきょうだいのおひっこし （うごくえほんチル
ビー）

〔モーニング〕 K726.6 リッチ

15 ごろりん ごろん ころろろろ （うごくえほんチルビー） 〔モーニング〕 K726.6 リッチ ↗

16 いじめ 心の中がのぞけたら 朝日学生新聞社 ＊本山理咲/著 K371.42 フィックス ↗

17 ベターホームの先生たちのおもひで食堂 汁、ごはん、
めん、常備菜編

ベターホーム出
版局

596 フィックス

18 鍵のない夢を見る 文藝春秋 ＊辻村深月/著 913.6 リフロー

19 いちにちむかしばなし 電子書籍版 （PHP電子） ＰＨＰ研究所 ＊かわしまななえ/え E フィックス

20 ごきげんゆるノートBOOK インプレス ＊なかむら真朱/著 002.7 フィックス

21 さんびきねこのかいぞくごっこ （うごくえほんチルビー） 〔モーニング〕 K726.6 リッチ ↗

22 整理・整頓が人生を変える 法研 ＊小野裕子/著 002.7 リフロー

23 あなぐまのクリーニングやさん （うごくえほんチルビー） 〔モーニング〕 K726.6 リッチ ↗

24 10ぴきのかえるのふゆごもり 電子書籍版 （PHP電子） ＰＨＰ研究所 ＊仲川道子/え E フィックス ↗↗

25 漫画君たちはどう生きるか マガジンハウス ＊吉野源三郎/原作 K159.5 フィックス

26 魔法のかたづけ・収納術 ＰＨＰ研究所 ＊小松易/著 597.5 フィックス

27 ぴっけやまのおならくらべ （うごくえほんチルビー） 〔モーニング〕 K726.6 リッチ ↗

28 僕とうつとの調子っぱずれな二年間 メディア総合研究
所

＊三保航太/文 916 フィックス

29 いじめ 心の中がのぞけたら 2 朝日学生新聞社 ＊本山理咲/著 K371.42 フィックス ↗

30 いじめ 心の中がのぞけたら 3 朝日学生新聞社 ＊本山理咲/著 K371.42 フィックス ↗

31 がっこうのおばけずかん （どうわがいっぱい） 講談社 ＊斉藤洋/作 K913.6 フィックス

32 いますぐはじめて一生役立つお金の教科書 （impress 
mook）

インプレス 591 フィックス

33 つきよのくじら （うごくえほんチルビー） 〔モーニング〕 K726.6 リッチ ↗

34 大集合!めいろ・まちがいさがし・えさがし72 改訂版 （ブ
ティック・ムック）

ブティック社 ＊なかさこかずひこ！/
作・絵

K798 フィックス

35 わたしの美しい庭 ポプラ社 ＊凪良ゆう/著 913.6 リフロー ↗

36 10代のための疲れた心がラクになる本 電子書籍版 誠文堂新光社 ＊長沼睦雄/著 146.8 リフロー

37 大人になったらしたい仕事 1 朝日学生新聞社 K366.29 フィックス ↗↗

38 おおどろぼうごーちゃん （うごくえほんチルビー） 〔モーニング〕 K726.6 リッチ ↗

39 うさぎくんのぼうし （うごくえほんチルビー） 〔モーニング〕 K726.6 リッチ ↗

40 おいしい! 吉備人出版 ＊国府島優子/著 596 フィックス

41 食堂かたつむり （ポプラ文庫） ポプラ社 ＊小川糸/著 913.6 リフロー

42 笑顔の教育学 1 吉備人出版 ＊平川洋児/作 379.9 フィックス

43 わたしの「ノート&手帳」ルール インプレス 590 フィックス

44 オトナ女子の暮らしレシピ インプレス ＊ｎａｍｙｔｏｎｅ/著 590 フィックス

45 吾輩は猫である 青空文庫 ＊夏目漱石/〔著〕 913.6 リフロー

46 銀河鉄道の夜 青空文庫 ＊宮沢賢治/〔著〕 913.6 リフロー

47 NHKガッテン!「家事」「暮らし」がラクで楽しくなる科学の
黄金ワザ100 永久保存版 （生活シリーズ）

主婦と生活社 590 フィックス
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48 マンガでわかる深海のふしぎ 電子書籍版 （子供の科学
★放課後探偵シリーズ）

誠文堂新光社 K452 フィックス ↗

49 スイート・ホーム ポプラ社 ＊原田マハ/著 913.6 リフロー ↗

50 ほねほねザウルス 9 まぼろし山のほねほねキング 電
子版

岩崎書店 K913.6 フィックス ↗

51 マンガでわかる宇宙のふしぎ 電子書籍版 （子供の科学
★放課後探偵シリーズ）

誠文堂新光社 K440 フィックス

52 ぼくとクッキーさよならまたね （うごくえほんチルビー） 〔モーニング〕 K726.6 リッチ

53 月10万円でより豊かに暮らすミニマリスト生活 クロスメディア・
パブリッシング

＊ミニマリストＴａｋｅｒｕ/
著

159 リフロー

54 いえのおばけずかん （どうわがいっぱい） 講談社 ＊斉藤洋/作 K913.6 フィックス

55 あるかしら書店 ポプラ社 ＊ヨシタケシンスケ/著 726.6 フィックス ↗

56 恐竜レスキュージュラKIDS! 下 サバイバル・アドベン
チャーのゆくえ （朝日小学生新聞の学習まんが）

朝日学生新聞社 K457.87 フィックス

57 あのね （うごくえほんチルビー） 〔モーニング〕 K726.6 リッチ ↗

58 読めばわかる!ことわざ （朝日小学生新聞のドクガク! 学
習読みものシリーズ）

朝日学生新聞社 K814.4 リフロー ↗↗

59 すみっコぐらし 主婦と生活社 ＊よこみぞゆり/絵と文 726.1 フィックス

60 すいはんきのあきやすみ 電子書籍版 （PHP電子） ＰＨＰ研究所 ＊村上しいこ/さく K913.6 フィックス ↗

61 みんなのおばけずかん （どうわがいっぱい） 講談社 ＊斉藤洋/作 K913.6 フィックス

62 注文の多い料理店 青空文庫 ＊宮沢賢治/〔著〕 913.6 リフロー ↗↗

63 10ぴきのかえるのピクニック 電子書籍版 （PHP電子） ＰＨＰ研究所 ＊仲川道子/え E フィックス ↗

64 これだけは知っておきたい言葉づかい 笠間書院 ＊竹林一志/著 810.4 フィックス

65 10ぴきのかえるののどじまん 電子書籍版 （PHP電子） ＰＨＰ研究所 ＊仲川道子/え E フィックス

66 本が好きになる 電子書籍版 （学校では教えてくれない
大切なこと）

旺文社 K019 フィックス ↗↗

67 あっちゃんのはたけ （うごくえほんチルビー） 〔モーニング〕 K726.6 リッチ ↗↗

68 夢をかなえる片付けのルーティン Ｇ．Ｂ． ＊古堅純子/原作 597.5 フィックス

69 ほねほねザウルス 1 ティラノ・ベビーのぼうけん 電子版岩崎書店 K913.6 フィックス ↗

70 サバイとピリィふたりのたんじょうび （うごくえほんチル
ビー）

〔モーニング〕 K726.6 リッチ ↗

71 日本の歴史 1 日本の始まり 旧石器時代〜奈良時代 
（朝日小学生新聞の学習まんが）

朝日学生新聞社 ＊つぼいこう/著 K210.1 フィックス ↗

72 まちのおばけずかん （どうわがいっぱい） 講談社 ＊斉藤洋/作 K913.6 フィックス ↗↗

73 ベターホームの先生たちのおもひで食堂 おつまみ、
鍋、軽食・おやつ編

ベターホーム出
版局

596 フィックス

74 なぞなぞえほん 〔アイフリークモ
バイル〕

＊はくさい/え E リッチ

75 小説はたらく細胞 （Kodansha K★K bunko） 講談社 ＊時海結以/著 K913.6 リフロー ↗↗

76 プログラミングって何? （学校では教えてくれない大切な
こと）

旺文社 K007.64 フィックス ↗

77 へたっぴさんのためのお絵描き入門 インプレス ＊森永みぐ/著 726.507 フィックス

78 10ぴきのかえるのうんどうかい 電子書籍版 （PHP電
子）

ＰＨＰ研究所 ＊仲川道子/え E フィックス ↗

79 友だち関係 電子書籍版 （学校では教えてくれない大切
なこと）

旺文社 K361.454 フィックス

80 会えないパパに聞きたいこと 太郎次郎社エ
ディタス

＊山本久美子/絵 E フィックス

81 朝ごはんのアイデア365日 誠文堂新光社 ＊森田佐和子/著 596 フィックス

82 文章がうまくなる 電子書籍版 （学校では教えてくれない
大切なこと）

旺文社 K816 フィックス ↗↗

83 さいはての彼女 （角川e文庫） 角川書店 ＊原田マハ/〔著〕 913.6 リフロー ↗

84 びょういんのおばけずかん （どうわがいっぱい） 講談社 ＊斉藤洋/作 K913.6 フィックス

85 ポポくんのみんなでおすし 電子書籍版 （PHP電子） ＰＨＰ研究所 ＊ａｃｃｏｔｏｔｏ/作絵 E フィックス

86 ビブリア古書堂の事件手帖 1 栞子さんと奇妙な客人た
ち （メディアワークス文庫）

ＫＡＤＯＫＡＷＡ ＊三上延/〔著〕 913.6 リフロー

87 かっこわるいよ!だいふくくん 電子書籍版 （PHP電子） ＰＨＰ研究所 ＊宇治勲/絵と文 E フィックス

88 やまのおばけずかん （どうわがいっぱい） 講談社 ＊斉藤洋/作 K913.6 フィックス ↗↗

89 対岸の彼女 （文春ウェブ文庫） 文藝春秋 ＊角田光代/著 913.6 リフロー

90 47都道府県・妖怪伝承百科 電子書籍版 丸善出版 388.1 フィックス
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91 風水パワースポット紀行 メディア総合研究
所

＊山道帰一/著 148.5 フィックス

92 しょうがくせいのおばけずかん （どうわがいっぱい） 講談社 ＊斉藤洋/作 K913.6 フィックス ↗↗

93 おばけのきもだめし （えほんのぼうけん） 岩崎書店 ＊山本孝/絵 E フィックス ↗

94 ビーカーくんのゆかいな化学実験 電子書籍版 誠文堂新光社 ＊うえたに夫婦/著 432 フィックス ↗↗

95 ほねほねザウルス 2 なぞのオオウミガメをさがせ! 電子
版

岩崎書店 K913.6 フィックス ↗↗

96 温室デイズ （角川e文庫） 角川書店 ＊瀬尾まいこ/〔著〕 913.6 リフロー

97 謎解きカフェの事件レシピゆめぐるま Recipe1 ヒントは
カフェに現れる?

国土社 ＊田村理江/作 K913.6 フィックス

98 疲れたら動け! クロスメディア・
パブリッシング

＊小林弘幸/著 498.3 リフロー

99 マンガでわかる発達障害特性&個性発見ガイド 法研 ＊福西勇夫/著 493.76 リフロー

100 ちびくろ・さんぼ （うごくえほんチルビー） 〔モーニング〕 K726.6 リッチ

101 キッチンがたった1日で劇的に片づく本 主婦と生活社 ＊阪下千恵/著 597.5 フィックス

102 お金のこと 電子書籍版 （学校では教えてくれない大切
なこと）

旺文社 K337 フィックス ↗

103 レストランのおばけずかん （どうわがいっぱい） 講談社 ＊斉藤洋/作 K913.6 フィックス

104 星の王子さま （平凡社ライブラリー） 平凡社 ＊サン＝テグジュペリ/
著

953.7 フィックス ↗↗

105 ともくんのおうち 国土社 ＊ささきみお/画 E フィックス ↗

106 発表がうまくなる （学校では教えてくれない大切なこと） 旺文社 K809.2 フィックス

107 10ぴきのかえるのプールびらき 電子書籍版 （PHP電
子）

ＰＨＰ研究所 ＊仲川道子/え E フィックス

108 読めばわかる!四字熟語 （朝日小学生新聞のドクガク! 
学習読みものシリーズ）

朝日学生新聞社 K814.4 リフロー ↗↗

109 5分後に意外な結末 1 赤い悪夢 電子版 学研プラス K908.3 リフロー

110 水底フェスタ （文春ウェブ文庫） 文藝春秋 ＊辻村深月/著 913.6 リフロー ↗↗

111 人間失格 グーテンベルク
２１

＊太宰治/著 913.6 リフロー

112 まんがでわかる地頭力を鍛える 東洋経済新報社 ＊細谷功/著 336.2 フィックス

113 「引き出し1つ」から始まる!人生を救う片づけ 主婦と生活社 ＊井田典子/著 590 フィックス

114 10ぴきのかえるのおしょうがつ 電子書籍版 （PHP電子） ＰＨＰ研究所 ＊仲川道子/え E フィックス ↗↗

115 こうえんのおばけずかん （どうわがいっぱい） 講談社 ＊斉藤洋/作 K913.6 フィックス

116 六甲かもめ食堂野菜が美味しい季節の献立 電子書籍
版

誠文堂新光社 ＊船橋律子/著 596 フィックス ↗↗

117 カメラ1年生 iPhone・スマホ写真編 インプレス ＊矢島直美/著 743 フィックス

118 英語が好きになる 電子書籍版 （学校では教えてくれな
い大切なこと）

旺文社 K830 フィックス

119 夢のかなえ方 電子書籍版 （学校では教えてくれない大
切なこと）

旺文社 K366.29 フィックス ↗

120 オリンピックのおばけずかん （どうわがいっぱい） 講談社 ＊斉藤洋/作 K913.6 フィックス

121 冷凍保存で作る1週間の献立キット 電子書籍版 誠文堂新光社 ＊川上文代/著 596 フィックス

122 マンガでわかるものづくりの極意 1 電子書籍版 （子供
の科学★放課後探偵シリーズ）

誠文堂新光社 K500 フィックス

123 わたしの「ひとり暮らし」ルール インプレス 590 フィックス ↗

124 ちいさなごるり （うごくえほんチルビー） 〔モーニング〕 K726.6 リッチ

125 ホットケーキミックス150Recipes （別冊すてきな奥さん） 主婦と生活社 ＊石澤清美/著 596.65 フィックス ↗↗

126 絵とき世界の国旗 （いたずら博士の社会の科学の本） 仮説社 ＊板倉聖宣/著 K288.9 フィックス

127 64 下 文藝春秋 ＊横山秀夫/著 913.6 リフロー ↗↗

128 世界一美味しい手抜きごはん ＫＡＤＯＫＡＷＡ ＊はらぺこグリズリー/著 596 リフロー

129 ポポくんのミックスジュース 電子書籍版 （PHP電子） ＰＨＰ研究所 ＊ａｃｃｏｔｏｔｏ/著 E フィックス

130 できるキッズ親子で楽しむユーチューバー入門 インプレス K547.483
3

フィックス

131 世界から猫が消えたなら マガジンハウス ＊川村元気/著 913.6 リフロー

132 ほねほねザウルス 5 ティラノ・ベビー、おおぞらをとぶ! 
電子版

岩崎書店 K913.6 フィックス ↗↗

133 ポポくんのかぼちゃカレー 電子書籍版 （PHP電子） ＰＨＰ研究所 ＊ａｃｃｏｔｏｔｏ/著 E フィックス

134 わたしの「狭い暮らし」ルール インプレス 590 フィックス

135 研究って楽しい （学校では教えてくれない大切なこと） 旺文社 K002.7 フィックス ↗↗
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136 ほねほねザウルス 7 すすめ!ちていのあべこべランド 電
子版

岩崎書店 K913.6 フィックス ↗

137 整理整頓 電子書籍版 （学校では教えてくれない大切な
こと）

旺文社 K597.5 フィックス ↗↗

138 腸がきれいになる元気食 法研 ＊松生恒夫/著 493.46 リフロー

139 ほねほねザウルス 3 ぐるぐるジャングルで大ピンチ! 電
子版

岩崎書店 K913.6 フィックス ↗↗

140 るるぶマンガとクイズで楽しく学ぶ!47都道府県 ＪＴＢパブリッシン
グ

K291 フィックス ↗↗

141 64 上 文藝春秋 ＊横山秀夫/著 913.6 リフロー

142 どうぶつのおばけずかん （どうわがいっぱい） 講談社 ＊斉藤洋/作 K913.6 フィックス ↗↗

143 ときめく猫図鑑 （Book for discovery） 山と溪谷社 645.7 フィックス

144 ありがとう、さようなら （角川文庫） ＫＡＤＯＫＡＷＡ ＊瀬尾まいこ/〔著〕 914.6 リフロー

145 走れメロス グーテンベルク
２１

＊太宰治/著 913.6 リフロー

146 超まるわかり理科のきほん 下 （子供の科学★放課後
探偵シリーズ）

誠文堂新光社 K404 フィックス

147 マンガでわかるものづくりの極意 2 電子書籍版 （子供
の科学★放課後探偵シリーズ）

誠文堂新光社 K500 フィックス

148 超まるわかり理科のきほん 上 （子供の科学★放課後
探偵シリーズ）

誠文堂新光社 K404 フィックス

149 プラナリア （文春ウェブ文庫） 文藝春秋 ＊山本文緒/著 913.6 リフロー ↗↗

150 ほねほねザウルス 17 はっけん!かいていおうこくホネラ
ンティス 電子版

岩崎書店 K913.6 フィックス ↗↗

151 ムーニャとほしのたね （うごくえほんチルビー） 〔モーニング〕 K726.6 リッチ

152 うみのおばけずかん （どうわがいっぱい） 講談社 ＊斉藤洋/作 K913.6 フィックス ↗↗

153 マンガでわかる無理をしない介護 電子書籍版 誠文堂新光社 ＊福辺節子/著 369.261 フィックス

154 イヤな気分をパッと手放す「自分思考」のすすめ 電子書
籍版

誠文堂新光社 ＊玉川真里/著 146.8 リフロー

155 もしものときのサバイバル術 電子版 （学研まんが入門
シリーズ）

学研プラス K369.3 フィックス ↗↗

156 おばけのマールとたのしいオーケストラ 中西出版 ＊なかいれい/え E フィックス ↗↗

157 続けられるおべんとう 電子書籍版 誠文堂新光社 ＊いづいさちこ/著 596.4 フィックス

158 整理収納の達人たちの5分でスッキリ片づく部屋 （別冊
すてきな奥さん）

主婦と生活社 597.5 フィックス

159 日本人物史 1 卑弥呼/聖徳太子・小野妹子/中大兄皇
子・中臣鎌足/聖武天皇・行基・鑑真/藤原道長/清少納
言/紫式部 （朝日小学生新聞の学習まんが）

朝日学生新聞社 ＊つぼいこう/著 K210.1 フィックス

160 10ぴきのかえるのおくりもの 電子書籍版 （PHP電子） ＰＨＰ研究所 ＊仲川道子/え E フィックス

161 ほねほねザウルス 15 大けっせん!ガルーダvsヒドラ 後
編 電子版

岩崎書店 K913.6 フィックス ↗↗

162 まんがと図解でわかる裁判の本 5 危険がいっぱい!イン
ターネット

岩崎書店 K327 フィックス ↗↗

163 好かれる人の話し方、信頼される言葉づかい クロスメディア・
パブリッシング

＊桑野麻衣/〔著〕 361.454 フィックス

164 ぜったいにおしちゃダメ? サンクチュアリ出
版

＊ビル・コッター/さく E フィックス ↗

165 ソロモンの犬 （文春ウェブ文庫） 文藝春秋 ＊道尾秀介/著 913.6 リフロー ↗↗

166 おおきなかぶ Ｄｉｎｏ　Ｌｉｎｇｏ　Ｉｎ
ｃ．

E リッチ

167 空中庭園 （文春ウェブ文庫） 文藝春秋 ＊角田光代/著 913.6 リフロー

168 ほねほねザウルス 8 ティラノ・ベビーのオニたいじ!? 電
子版

岩崎書店 K913.6 フィックス ↗↗

169 日本人物史 2 平清盛・源頼朝/源義経/北条時宗/足利
義満/足利義政/雪舟/ザビエル/織田信長・豊臣秀吉・
徳川家康 （朝日小学生新聞の学習まんが）

朝日学生新聞社 ＊つぼいこう/著 K210.1 フィックス ↗↗

170 ほねほねザウルス 19 ひかりのきょじんとやみのドラゴ
ン

岩崎書店 K913.6 フィックス ↗↗

171 ほねほねザウルス 18 たいけつ!きょうふのサーベルタ
イガー 電子版

岩崎書店 K913.6 フィックス ↗↗

172 10ぴきのかえるうみへいく 電子書籍版 （PHP電子） ＰＨＰ研究所 ＊仲川道子/え E フィックス

173 楽しくお手伝い 電子書籍版 （学校では教えてくれない
大切なこと）

旺文社 K590 フィックス ↗↗

174 ポポくんのかきごおり 電子書籍版 （PHP電子） ＰＨＰ研究所 ＊ａｃｃｏｔｏｔｏ/作絵 E フィックス

175 10ぴきのかえるのなつまつり 電子書籍版 （PHP電子） ＰＨＰ研究所 ＊仲川道子/え E フィックス ↗↗
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176 マンガでわかる日本の神様 電子書籍版 誠文堂新光社 172 フィックス

177 ステキになりたい 電子書籍版 （学校では教えてくれな
い大切なこと）

旺文社 K159.5 フィックス ↗↗

178 てぶくろをかいに 〔アイフリークモ
バイル〕

C リッチ

179 ほねほねザウルス 10 ティラノ・ベビーと4人のまほうつ
かい 電子版

岩崎書店 K913.6 フィックス ↗↗

180 ランドセルのはるやすみ 電子書籍版 （PHP電子） ＰＨＰ研究所 ＊村上しいこ/さく K913.6 フィックス ↗↗

181 疲れない体になるには筋膜をほぐしなさい 電子書籍版 誠文堂新光社 ＊竹井仁/著 492.5 リフロー

182 ほねほねザウルス 4 たんけん!アバラさばくのピラミッド 
電子版

岩崎書店 K913.6 フィックス ↗↗

183 ほねほねザウルス 13 ティラノ・ベビーとミラクルツリー 
電子版

岩崎書店 K913.6 フィックス ↗↗

184 あまからカルテット 文藝春秋 ＊柚木麻子/著 913.6 リフロー

185 恐竜レスキュージュラKIDS! 上 ダイナソー・ワールドへ
突撃!! （朝日小学生新聞の学習まんが）

朝日学生新聞社 K457.87 フィックス

186 ほねほねザウルス 6 ティラノ・ベビー、かいぞくになる!? 
電子版

岩崎書店 K913.6 フィックス ↗↗

187 ほねほねザウルス 22 ふっかつ!でんせつのファイヤー
ティラノ 後編

岩崎書店 K913.6 フィックス

188 100万回生きたねこ （佐野洋子の絵本） 講談社 ＊佐野洋子/作・絵 E フィックス ↗↗

189 謎解きカフェの事件レシピゆめぐるま Recipe3 事件と遊
びのボーダーライン

国土社 ＊田村理江/作 K913.6 フィックス

190 ぼくは勉強ができない 文藝春秋 ＊山田詠美/著 913.6 リフロー

191 1分で決まる!志麻さんの献立の作り方 マガジンハウス ＊志麻/著 596 フィックス

192 こじれない人間関係のレッスン 太郎次郎社エ
ディタス

＊八巻香織/著 146.8 フィックス

193 のりものおばけずかん （どうわがいっぱい） 講談社 ＊斉藤洋/作 K913.6 フィックス ↗↗

194 おすしやさんのおさかなえほん 〔アイフリークモ
バイル〕

＊ねこまる/え C リッチ ↗↗

195 本当に必要なことはすべて「ひとりの時間」が教えてくれ
る

クロスメディア・
パブリッシング

＊横田真由子/著 159.6 リフロー

196 その日のまえに （文春ウェブ文庫） 文藝春秋 ＊重松清/著 913.6 リフロー ↗↗

197 モチモチの木 電子版 岩崎書店 ＊滝平二郎/絵 E フィックス ↗↗

198 ひとりぶんのスパイスカレー 山と溪谷社 ＊印度カリー子/著 596 フィックス ↗↗

199 ようかいとりものちょう 8 暗雲!妖怪お江戸絶体絶命 天
怪篇 4

岩崎書店 ＊大崎悌造/作 K913.6 フィックス ↗↗

200 おばけのマールとしろ 中西出版 ＊なかいれい/え E フィックス ↗
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