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分類 タイトル 著者

1 学問 FACTFULNESS ハンス・ロスリング著

2 歴史 地図で読みとく江戸・東京の「地形と経済」のしくみ 鈴木　浩三著

3 旅行 ブラタモリ NHK「ブラタモリ」制作班監修

4 旅行 ブラタモリ NHK「ブラタモリ」制作班監修

5 旅行 るるぶ東北

6 旅行 るるぶ鳥取

7 旅行 るるぶ清里蓼科

8 旅行 るるぶ長野

9 旅行 るるぶ滋賀びわ湖

10 ガイド るるぶムーミンバレーパーク

11 社会 図解自分をアップデートする仕事のコツ大全 金沢　悦子著

12 社会 過労死 牧内　昇平著

13 社会 私がオバさんになったよ ジェーン・スー著

14 社会 家族終了 酒井　順子著

15 教育 いじめ 村瀬　学著

16 教育 大学選び大百科

17 文化 詳説日本の宝飾文化史 露木　宏著

18 科学 科学する心 池澤　夏樹著

19 宇宙 ビッグ・クエスチョン スティーヴン・ホーキング著

20 生物 トコトンやさしいゲノム編集の本 宮岡　佑一郎著

21 動物 カラス博士と学生たちのどうぶつ研究奮闘記 杉田　昭栄著

22 動物 脳の謎

23 自動車 クルマのメカニズム大全 青山　元男著

24 工業 はじめてのロボット工学 石黒　浩共著

25 料理 うまい！「おかか」ごはん にんべん著

26 料理 春夏の3品献立

27 料理 1分で決まる！志麻さんの献立の作り方 志麻著

28 漬物 季節のお漬けもの 山田　奈美著

29 料理 日本一美味しいのり弁の作り方 杵島　直美著

30 食文化 おいしい時間をあの人へ 伊藤　まさこ著

31 ペット もっと楽しい柴犬ライフ 愛犬の友編集部編

32 ペット もっと楽しいミニチュア・ダックスフンドライフ 愛犬の友編集部編

33 美術 もっと知りたい葛飾北斎 永田　生慈監修

34 スポーツ JOAオリンピック小事典 日本オリンピック・アカデミー編著

35 登山 登山入門 佐藤　勇介監修

36 ゲーム プロのeスポーツプレーヤーになる！ 岸　大河監修

37 作家 すごい言い訳！ 中川　越著

38 作家 東京は遠かった 川本　三郎著

39 短歌 短歌ください 穂村　弘著

40 小説 レフトハンド・ブラザーフッド 知念　実希人著

41 小説 渦 大島　真寿美著

42 小説 飛族 村田　喜代子著

43 小説 新宿花園裏交番坂下巡査 香納　諒一著

44 小説 尼子姫十勇士 諸田　玲子著

45 小説 東京クライシス 安生　正著

46 小説 ハート型の雲 高橋　三千綱著

47 小説 鬼憑き十兵衛 大塚　已愛著

48 小説 カゲロボ 木皿　泉著

49 小説 肖像彫刻家 篠田　節子著

50 小説 落花 澤田　瞳子著

51 小説 少年は死になさい…美しく 新堂　冬樹著

52 小説 中野のお父さんは謎を解くか 北村　薫著

53 小説 崩壊の森 本城　雅人著

54 小説 もういちどベートーヴェン 中山　七里著

55 小説 暗殺日和はタロットで 古川　春秋著

56 小説 そして、バトンは渡された 瀬尾　まいこ著

57 小説 ひと 小野寺　史宜著

58 小説 さざなみのよる 木皿　泉著

59 小説 火のないところに煙は 芦沢　央著

60 小説 シーソーモンスター 伊坂　幸太郎著
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61 小説 帰還 堂場　瞬一著

62 小説 サバティカル 中村　航著

63 小説 マジカルグランマ 柚木　麻子著

64 小説 見えない轍 鏑木　蓮著

65 小説 呪護 今野　敏著

66 小説 隠居すごろく 西條　奈加著

67 小説 いも殿さま 土橋　章宏著

68 小説 わたし、定時で帰ります。 朱野　帰子著

69 小説 トリニティ 窪　美澄著

70 小説 元禄五芒星 野口　武彦著

71 小説 立川忍びより 仁木　英之著

72 小説 とめどなく囁く 桐野　夏生著

73 エッセイ おやつが好き 坂木　司著

74 エッセイ 思わず考えちゃう ヨシタケ　シンスケ著

75 エッセイ マリコを止めるな！ 林　真理子著

76 エッセイ 生還 小林　信彦著

77 絵本 くもとそらのえほん 五十嵐　美和子作・絵


