
№ 書　籍　名 出版社 著　者

1 『秋篠宮』 小学館 江森敬治

2 『あしたの官僚』 新潮社 周木律

3 『あの胸が岬のように遠かった 河野裕子との青春』 新潮社 永田和宏

4 『アントニオ猪木』 新潮新書 瑞佐富郎

5 『暗黒自治区』 宝島社 亀野仁

6 『言いかえ図鑑　よけいな一言を好かれるセリフに変える』 サンマーク出版 大野萌子

7 『ウェルカム・ホーム』 幻冬舎 丸山正樹

8 『宇宙はどのような姿をしているか』 ベレ出版 平松正顕

9 『うつくしが丘の不幸の家』 東京創元社 町田そのこ

10 『海蝶　海を守るミューズ』 講談社 吉川英梨

11 『老～い、どん！　あなたにも「ヨタヘロ期」がやってくる』 婦人之友社 樋口恵子

12 『老～い、どん！（２）どっこい生きている90歳』 婦人之友社 樋口恵子

13 『大相撲の不思議』 潮新書 内館牧子

14 『大相撲の不思議２』 潮新書 内館牧子

15 『大人への手順』 文芸春秋 伊集院静

16 『俺ではない炎上』 双葉社 浅倉秋成

17 『彼は早稲田で死んだ 大学構内リンチ殺人事件の永遠』 文藝春秋 樋田毅

18 『カレーの時間』 実業之日本社 寺地はるな

19 『キャッチ・アンド・キル』 文芸春秋 ローナン・ファロー

20 『９９年、ありのままに生きて』 中央公論社 瀬戸内寂聴

21 『競争の番人』 講談社 新川帆立

22 『嫌われた監督落合博満は中日をどう変えたのか』 文藝春秋 鈴木忠平

23 『クラウドの城』 光文社 大谷睦

24 『くるまの娘』 河出書房新社 宇佐見りん

25 『刑事弁護人』 新潮社 薬丸岳

26 『コンビニ兄弟　テンダネス門司港こがね村店』 新潮社 町田そのこ

27 『コンビニ兄弟２　テンダネス門司港こがね村店』 新潮社 町田そのこ

28 『死神を祀る』 双葉社 大石大

29 『死にゆく者の祈り』 新潮社 中山七里

30 『姑の遺品整理は、迷惑です』 双葉社 垣谷美雨

31 『１３歳からの地政学　カイゾクとの地球儀航海』 東洋経済新報社 田中孝幸

32 『小隊』 文藝春秋 砂川文次
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33 『信仰』 文藝春秋 村田沙耶香

34 『スタッフロール』 文芸春秋 深緑野分

35 『ずっと元気でいたければ６０歳から食事を変えなさい』 青春出版社 森由香子

36 『空にピース』 幻冬舎 藤岡陽子

37 『ただいま神様当番』 宝島社 青山美智子

38 『沈黙の扉が開かれたとき』 ドメス出版 山村淑子

39 『デジタル依存症の罠』 さくら舎 香山リカ

40 『鉄の楽園』 新潮社 楡周平

41 『転職の魔王様』 PHP研究所 額賀澪

42 『当確師　十二歳の革命』 光文社 真山仁

43 『当確師』 光文社 真山仁

44 『トランプ信者 潜入一年』 小学館 横田増生

45 『渚の蛍火』 双葉社 坂上泉

46 『７０歳からは超シンプル料理で「栄養がとれる」食事に変える』 すばる舎 塩野崎淳子/若林秀隆

47 『日本人の承認欲求　テレワークがさらした深層』 新潮新書 太田肇

48 『人間研究　西城秀樹』 河出書房新社 塩澤幸登

49 『呪いと殺しは飯のタネ』 宝島社 鳥丸尚奇

50 『爆弾』 講談社 呉勝浩

51 『八月の母』 KADOKAWA 早見和真

52 『８７歳、古い団地で愉しむひとり暮らし』 すばる舎 多良美智子

53 『フェルメールとオランダ黄金時代 中野京子と読み解く』 文藝春秋 中野京子

54 『弊社は買収されました』 実業之日本社 額賀澪

55 『北海道を味わう』 中公新書 小泉武夫

56 『マスカレード・ゲーム』 集英社 東野圭吾

57 『繭の季節が始まる』 光文社 福田和代

58 『メンタルを強くする食習慣』 アチーブメント出版 飯塚浩

59 『Yuming Tribute Stories』 新潮社 小池真理子ほか

60 『ユーレイズミーアップ「患者さんありがとう。そして、ごめんね」』 幻冬舎 梅原久範

61 『喜べ、幸いなる魂よ』 角川書店 佐藤亜紀

62 『ラブカは静かに弓を持つ』 集英社 安壇美緒

63 『ルポ　大谷翔平』 朝日新書 志村朋哉

64 『６０代からの鎌田式ズボラ筋トレ』 こころとからだ社 鎌田實

65 『六法推理』 KADOKAWA 五十嵐律人

66 『勿忘草の咲く町で　安曇野診療記』 KADOKAWA 夏川草介



『＜以下児童図書＞』

1 『さくららら』 アリス館 升井純子/小寺卓矢

2 『ジェシカといっしょ』 徳間書店 ケビンヘンクス

3 『すみれちゃんとようかいばあちゃん』 新日本出版社 最上一平/種村有希子

4 『ペンタと小春のめんどいかくれんぼ』 サンマーク出版 ペンギン飛行機製作所

5 『やかんひこう』 北海道新聞社 やまだなおと

6 『ゆきのようせい』 岩崎書店 松田奈那子

7 『よるがとんでゆく』 北海道新聞社 熊八木ちさ/浮川千裕

8 『４ひきのちいさいおおかみ』 徳間書店 スベンヤヘルマン/ヨゼフウェルコン


