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分類 タイトル 著者

1 人生 人生は攻略できる 橘　玲著

2 歴史 古代史マップ　世界を変えた帝国と文明の興亡（日経BPムック）

3 歴史 読む事典シルクロードの世界 シルクロード検定実行委員会編

4 伝記 こんな家に住んできた　17人の越境者たち 稲泉　連著

5 家譜 日本人のおなまえっ！　日本がわかる名字の謎 NHK番組制作班編

6 旅行 るるぶ秩父長瀞奥多摩高尾山（るるぶ情報版）

7 旅行 るるぶこどもとあそぼ！関西（るるぶ情報版）

8 旅行 るるぶ鎌倉（るるぶ情報版）

9 旅行 るるぶ富山立山黒部五箇山白川郷（るるぶ情報版）

10 旅行 名古屋東海北陸絶景さんぽ（JTBのMOOK）

11 旅行 るるぶこどもとあそぼ！名古屋東海北陸（るるぶ情報版）

12 旅行 るるぶ愛知　名古屋　知多　三河（るるぶ情報版）

13 旅行 まっぷる福島

14 旅行 まっぷる伊勢志摩

15 旅行 るるぶ高知四万十

16 旅行 るるぶシンガポール（るるぶ情報版　A12）

17 旅行 京阪神・名古屋発お散歩もお泊まりもペットといっしょ！（まっぷるマガジン）

18 旅行 極夜行 角幡　唯介著

19 政治 政治のことよくわからないまま社会人になった人へ　第4版　ひとめでわかる図解入り 池上　彰著

20 経済 経済のことよくわからないまま社会人になった人へ 池上　彰著

21 社会 会社のことよくわからないまま社会人になった人へ　第3版　ひとめでわかる図解入り 池上　彰著

22 社会 アラフォー・クライシス NHK「クローズアップ現代＋」取材班著

23 社会 「脱使い捨て」でいこう！　世界で、日本で、始まっている社会のしくみづくり 瀬口　亮子著

24 人生 コミュニケーション大百科　イラスト＆図解 戸田　久実著

25 職業 日本の給料＆職業図鑑パーフェクトバイブル 給料BANK著

26 職業 通訳者・通訳ガイドになるには 鑓田　浩章著

27 教育 勉強大全　ひとりひとりにフィットする1からの勉強法 伊沢　拓司著

28 教育 賢い子になる子育ての心理学 植木　理恵著

29 科学 科学の誤解大全　答えはひとつではない（ナショナルジオグラフィック） マット・ブラウン著

30 鳥 見つけて楽しむ身近な野鳥の観察ガイド 梶ケ谷　博編著

31 健康 リンパ浮腫のことがよくわかる本　イラスト版（健康ライブラリー） 宇津木　久仁子監修

32 建築 日本の名作住宅の間取り図鑑 大井　隆弘著

33 手芸 はじめてでもきれいに縫えるお裁縫の基礎 加藤　容子著

34 手芸 リサイクル雑貨総集編

35 料理 家庭のおかずのカロリーガイド 香川　明夫監修

36 料理 有元葉子の料理教室　春夏レシピ 有元　葉子著

37 料理 フライパンひとつで何つくる？ 井原　裕子著

38 料理 なんでも、漬けもの。 河井　美歩著

39 料理 ホームベーカリーでいちばんおいしい食パンレシピ 山崎　豊著

40 菓子 やさしいバナナのお菓子 若山　曜子著

41 掃除 人生がときめく片づけの魔法　改訂版 近藤　麻理恵著

42 農業 藤田智の新・野菜づくり大全 藤田　智監修

43 美術 いちばんていねいな、人物のデッサン 小椋　芳子著

44 美術 安野光雅　自分の眼で見て、考える（のこす言葉） 安野　光雅著

45 美術 翔ばして！埼玉　魔夜峰央パーフェクトお仕事ブック 魔夜　峰央著

46 美術 色と構図で風景をアートに変える四季の風景写真術　SNS映えする“イマドキ”風景写真の撮り方！ 柄木　孝志著

47 絵本 あの日からの或る日の絵とことば 筒井　大介編

48 健康 人生100年時代を元気に楽しむための還暦筋トレ　1日3分で健康寿命が伸びる！ 坂詰　真二著

49 運動 ラグビーの戦い方 土井　崇司著

50 登山 三浦雄一郎　挑戦は人間だけに許されたもの（のこす言葉） 三浦　雄一郎著

51 文芸 超訳マンガ×オチがすごい文豪ミステリー 朝霧　カフカ編

52 随筆 もの書く人のかたわらには、いつも猫がいた 角田　光代著

53 随筆 人生後半、はじめまして 岸本　葉子著

54 随筆 この先には、何がある？ 群　ようこ著

55 随筆 なにものにもこだわらない 森　博嗣著

56 随筆 森遊びの日々 森　博嗣著

57 小説 こうして誰もいなくなった 有栖川　有栖著

58 小説 真実の航跡 伊東　潤著

59 小説 死にがいを求めて生きているの 朝井　リョウ著

60 小説 傲慢と善良 辻村　深月著

61 小説 キッド 相場　英雄著

62 小説 麦本三歩の好きなもの 住野　よる著

63 小説 機捜235 今野　敏著

64 小説 夜の塩 山口　恵以子著

65 小説 ハムレット殺人事件 芦原　すなお著

66 小説 くらやみガールズトーク 朱野　帰子著

67 小説 お茶壺道中 梶　よう子著

68 小説 みかんとひよどり 近藤　史恵著

69 小説 イシイカナコが笑うなら 額賀　澪著

70 小説 梟の一族 福田　和代著

71 小説 陰陽師(女蛇ノ巻) 夢枕　獏著

72 小説 住友を破壊した男 江上　剛著

73 小説 浮雲心霊奇譚　５ 神永　学著

74 小説 まんぷく(下） 福田　靖作

75 小説 父と私の桜尾通り商店街 今村　夏子著

76 小説 趣味で腹いっぱい 山崎　ナオコーラ著

77 小説 家康に訊け 加藤　廣著

78 小説 うちのレシピ 瀧羽　麻子著

79 小説 ノースライト 横山　秀夫著

80 小説 横道世之介　続 吉田　修一著

81 小説 瞳のなかの幸福 小手鞠　るい著

82 小説 エスケープ・トレイン 熊谷　達也著

83 小説 ザ・ウォール 堂場　瞬一著

84 小説 魔眼の匣の殺人 今村　昌弘著

85 小説 人工知能 幸田　真音著

86 小説 姑の遺品整理は、迷惑です 垣谷　美雨著

87 小説 介錯人 辻堂　魁著

88 小説 迷路の外には何がある？ スペンサー・ジョンソン著

89 小説 わるもん 須賀　ケイ著

90 小説 新章神様のカルテ 夏川　草介著
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91 小説 あちらにいる鬼 井上　荒野著

92 小説 プラスチックの祈り 白石　一文著

93 小説 オーディションから逃げられない 桂　望実著

94 小説 スクエア（横浜みなとみらい署暴対係） 今野　敏著

95 小説 ほとほと　歳時記ものがたり 高樹　のぶ子著

96 小説 キリングクラブ 石川　智健著

97 小説 ぼくはきっとやさしい 町屋　良平著

98 小説 炯眼に候 木下　昌輝著

99 小説 かわたれどき（「まんまこと」シリーズ　7） 畠中　恵著

100 小説 救いの森 小林　由香著

101 小説 不死鳥少年　アンディ・タケシの東京大空襲 石田　衣良著

102 小説 ジャンヌ 河合　莞爾著


