
1 JR上野駅公園口 柳美里 河出書房新社 33 Au オードリー・タン 天才IT相7つの顔 アイリス チュウ 文藝春秋

2 ホテルローヤル 桜木 紫乃 集英社 34 「玉砕の島」ペリリューから帰還した父 ゆき恵 ヒアシュ 潮出版社

3 線は、僕を描く 砥上 裕將 講談社 35
僕らはソマリアギャングと夢を語る
「テロリストではない未来」をつくる挑戦

永井陽右 英治出版

4 放課後 東野圭吾 講談社 36 紛争地の看護師 白川 優子 小学館

5 化け者心中 蝉谷 めぐ実  KADOKAWA 37 パリの国連で夢を食う。 川内 有緒 幻冬舎

6 国境のない生き方: 私をつくった本と旅 ヤマザキマリ 小学館 38 海を撃つ　福島・広島・ベラルーシにて 安東 量子 みすず書房

7 鬼の研究 馬場 あき子 筑摩書房 39 ヨシダ,裸でアフリカをゆく ヨシダ ナギ 扶桑社

8 夜と霧 新版 ヴィクトール・E・フランクル みすず書房 40 たまたまザイール、またコンゴ 田中 真知  偕成社

9 死にたいけどトッポッキは食べたい ペク・セヒ 光文社 41 イランの家めし、いただきます! 常見 藤代 産業編集センター

10 武漢日記 方方 河出書房新社 42 イト・ボン! ポルトガルを食べる旅 馬田 草織 産業編集センター

43 幻のアフリカ納豆を追え! 高野秀行 新潮社

11 海外マラソンRunRun旅 たかぎ なおこ KADOKAWA 44 宇宙から帰ってきた日本人  稲泉 連 文藝春秋

12 北欧女子オーサが見つけた日本の不思議(5) オーサ・イェークストロム KADOKAWA 45 お坊さんが教える「悟り」入門 長谷川俊道 ディスカヴァー・トゥエンティワン

13 北欧女子オーサ日本を学ぶ オーサ・イェークストロム KADOKAWA 46 宗教別 おもてなしマニュアル 島田 裕巳 中央公論新社

14 ノラネコぐんだんコミック 工藤 ノリコ 白泉社 47 ゆるゆる神様図鑑 古代エジプト編 大城 道則 ダイヤモンド・ビッグ社

15 モンプチ　嫁はフランス人 1 じゃんぽ～る西 祥伝社 48 アリ語で寝言を言いました 村上 貴弘 扶桑社

16 モンプチ　嫁はフランス人 2 じゃんぽ～る西 祥伝社 49
現地嫌いなフィールド言語学者、
かく語りき。

吉岡 乾 創元社

17 モンプチ　嫁はフランス人 3 じゃんぽ～る西 祥伝社 50
これだけは知っておきたい！
外国人相談の基礎知識

杉澤 経子 松柏社

18 未来のアラブ人 リアド サトゥフ 花伝社 51
中国人のこころ
「ことば」からみる思考と感覚

小野 秀樹 集英社 

19 中国嫁日記 ママたいへん編 井上 純一  KADOKAWA 52
なっとく知っとく初級文型50―はじめて
日本語を教える人のための日本語

岡本 牧子 スリーエーネットワーク

20 鬼滅の刃 23 吾峠 呼世晴 集英社 53 くらべてわかる英単語 清水 建二 大和書房

21 キングダム 60 原 泰久 集英社 54 英語コンプレックス粉砕宣言 鳥飼 玖美子 中央公論新社

22 感染症キャラクター図鑑 岡田 晴恵 日本図書センター 55 ネイティブを動かすプレミアム英会話50 加藤 友朗 新潮社

23 ねこと王さま ニック・シャラット 徳間書店 56
一週間で驚くほど上達する! 日本一
楽しい韓国語学習50のコツ

稲川 右樹 KADOKAWA 

24 ぴょーん まつおか　たつひで ポプラ社 57 世界ことわざ比較辞典 時田 昌瑞 岩波書店

25 うみへいったちいさなカニカニ クリス ホートン BL出版 58 大人の日帰り旅 中国 四国2021 JTB ジェイティビィパブリッシング

26 おとどけものです。 ロッド・キャンベル あすなろ書房 59
Japanese Educational System and its
 Administration日本の教育制度と教育行政

 関西教育行政学会 東信堂

27 ペンギンきょうだい れっしゃのたび 工藤 ノリコ ブロンズ新社 60
This Changes Everything: Capitalism
vs. the Climate

Naomi Klein Penguin

28 つばめこうくう もとやすけいじ 佼成出版社 61 Manga
Nicole Coolidge

Rousmaniere
Thames & Hudson

29 おしっこ おしっこ どこでする? レスリー・パトリセリ パイインターナショナル

30 世界とであうえほん てづか あけみ パイインターナショナル 62 GHIBLI meets Jazz Kazumi Tateishi Trio ビクターエンタテインメント

31 ぼくはアフリカにすむキリンといいます 岩佐 めぐみ 偕成社 63
NHK 「岩合光昭の世界ネコ歩き」
ORIGINAL SOUNDTRACK 2

高野正樹 日本コロムビア

32 Jump! Tatsuhide Matsuoka Gecko Pr 64 we are here GONTITI ポニーキャニオン
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https://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%A0&text=%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%A0&sort=relevancerank&search-alias=books-jp
https://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%E5%B0%8F%E9%87%8E+%E7%A7%80%E6%A8%B9&text=%E5%B0%8F%E9%87%8E+%E7%A7%80%E6%A8%B9&sort=relevancerank&search-alias=books-jp
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