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分類 タイトル 著者

1 情報 アレクサvsシリ ジェイムズ・ブラホス著

2 情報 「超」AI整理法 野口　悠紀雄著

3 パソコン 今すぐ使えるかんたんWord　＆　Excel　＆　PowerPoint 技術評論社編集部著

4 パソコン 60分でわかる！プログラミング教育最前線 プログラミング教育研究会著

5 人生 ハッタリの流儀 堀江　貴文著

6 歴史 とてつもない失敗の世界史 トム・フィリップス著

7 歴史 覇権の世界史 宮崎　正勝著

8 歴史 沈黙の子どもたち 山崎　雅弘著

9 歴史 昭和・平成現代史年表 神田　文人編

10 歴史 令和版江戸名所図会 永井　伸八朗著

11 民俗 懐かしの昭和ドライブイン 越野　弘之著

12 旅行 東海山歩きガイド 東海山歩き倶楽部著

13 旅行 るるぶ大阪 20

14 旅行 るるぶ上海・蘇州　２０１９

15 人権 人権の世界地図 Andrew　Fagan著

16 経済 欲望の資本主義　３ 丸山　俊一著

17 社会 日本の天井 石井　妙子著

18 家族 気づけない毒親 高橋　リエ著

19 家族 セルフネグレクトと父親 石川　瞭子編著

20 災害 止まった刻（とき）　検証・大川小事故 河北新報社報道部著

21 災害 ドキュメント豪雨災害 谷山　宏典著

22 教育 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ著

23 民俗 日本現代怪異事典副読本 朝里　樹著

24 天体 星を楽しむ天体望遠鏡の使いかた 大野　裕明著

25 天体 月と暮らす。 藤井　旭著

26 恐竜 恐竜まみれ 小林　快次著

27 海洋 るるぶにっぽんの水族館　2019

28 動物 キリン解剖記 郡司　芽久著

29 健康 完全図解痛風・高尿酸血症のすべて 谷口　敦夫監修

30 健康 アレルギーっ子のごはんとおやつ 伊藤　浩明監修

31 庭園 緑の家

32 鉄道 国鉄型特急車両 レイルウエイズグラフィック著

33 宇宙 3つのアポロ 的川　泰宣著

34 服装 おしゃれの魔法18人の物語 石田　純子監修

35 手芸 手作りしたい大人の帽子と斜めがけバッグ

36 手芸 はじめてのレース編み 河合　真弓著

37 手芸 クライ・ムキのバッグ作りの超基本 クライ・ムキ著

38 美容 シニアビューティヘア テルイ　タカヒロ著

39 料理 ハツ江おばあちゃんの定番おかず 高木　ハツ江著

40 料理 にんにくの料理 有元　葉子著

41 料理 容器に入れてチンするだけ！ほぼ1ステップで作れるレンジ飯 リュウジ著

42 料理 低温真空調理のレシピ 川上　文代著

43 料理 マリネの法則 川上　文代著

44 料理 世界のおつまみレシピ 本山　尚義著

45 家事 ナチュラルおそうじ大全 本橋　ひろえ著

46 育児 食物アレルギーをこわがらない！はじめての離乳食 伊藤　浩明監修

47 農業 図解知識ゼロからの現代農業入門 八木　宏典監修

48 植物 うちの香草育てる食べる 大田垣　晴子著

49 植物 多肉植物パーフェクトブック NHK出版編

50 芸能 チコっと冒険　２ CHICO著

51 理科 新理系の人々 よしたに著

52 理科 なかみグラフィックス フアン・ベラスコ編著

53 工芸 世界の人と楽しむ折り紙 山梨　明子編著

54 随筆 まあまあふうふう。 八千草　薫著

55 スポーツ るるぶラグビー日本代表 日本ラグビーフットボール協会

56 将棋 羽生善治の攻めの教科書 羽生　善治著

57 和歌 象徴のうた 永田　和宏著

58 芸能 わが人生に悔いなし なかにし　礼著

59 小説 サリエルの命題 楡　周平著

60 小説 ハッピーアワーは終わらない 東川　篤哉著

61 小説 あとは切手を、一枚貼るだけ 小川　洋子著
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62 小説 カリスマvs．溝鼠 新堂　冬樹著

63 小説 星から来た船 （中） 新井　素子著

64 小説 将軍家康の女影武者 近衛　龍春著

65 小説 トランスファー 中江　有里著

66 小説 君たちは今が世界（すべて） 朝比奈　あすか著

67 小説 家康謀殺 伊東　潤著

68 小説 いるいないみらい 窪　美澄著

69 小説 出身成分 松岡　圭祐著

70 小説 亥子ころころ 西條　奈加著

71 小説 旧友再会 重松　清著

72 小説 生のみ生のままで（上） 綿矢　りさ著

73 小説 生のみ生のままで（下） 綿矢　りさ著

74 小説 緋の河 桜木　紫乃著

75 小説 百の夜は跳ねて 古市　憲寿著

76 小説 愛が嫌い 町屋　良平著

77 小説 いつかの岸辺に跳ねていく 加納　朋子著

78 小説 深川恋物語　上 宇江佐　真理著

79 小説 深川恋物語　下 宇江佐　真理著

80 小説 百戦百勝　上 城山　三郎著

81 小説 百戦百勝　下 城山　三郎著

82 小説 希望の糸 東野　圭吾著

83 小説 化物蝋燭 木内　昇著

84 小説 カザアナ 森　絵都著

85 小説 決戦！広島城 松永　弘高著

86 小説 神前酔狂宴 古谷田　奈月著

87 小説 さよならの儀式 宮部　みゆき著

88 小説 密室を開ける手 藤本　ひとみ著

89 小説 黄金夜界 橋本　治著

90 小説 夏物語 川上　未映子著

91 小説 へぼ侍 坂上　泉著

92 小説 スズメの事ム所 朱川　湊人著

93 小説 いけない 道尾　秀介著

94 小説 クジラアタマの王様 伊坂　幸太郎著

95 小説 店長がバカすぎて 早見　和真著

96 小説 愛してるって言えなくたって 五十嵐　貴久著

97 小説 ランチ酒 原田　ひ香著

98 小説 龍の袖 藤原　緋沙子著

99 小説 途中下車はできません 山本　巧次著

100 小説 天使も怪物も眠る夜 吉田　篤弘著

101 小説 剣樹抄 冲方　丁著

102 随筆 じじばばのるつぼ 群　ようこ著

103 随筆 旅ドロップ 江國　香織著

104 随筆 自由思考 中村　文則著

105 随筆 ベスト・エッセイ　2019 日本文藝家協会編

106 伝記 平和の栖（すみか） 弓狩　匡純著

107 小説 三体 劉　慈欣著


