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№ 書名 著者名 出版社

1 アインシュタインの戦争
マシュー・スタンレー／
著

新潮社

2 あしなが蜂と暮らした夏 甲斐 信枝／著 中央公論新社

3 あの日、ジュバは戦場だった 小山 修一／著 文藝春秋

4 あの湖のあの家におきたこと
トーマス・ハーディング
／文

クレヨンハウス

5 アルゴリズミック・リーダー マイク・ウォルシュ／著
日経BP日本経済
新聞出版本部

6
インディアスの破壊についての簡潔な報告　　（岩波文
庫 33-427-1）

ラス・カサス／著 岩波書店

7 <噓>の政治史　　（中公選書 105） 五百旗頭 薫／著 中央公論新社

8
生まれてこないほうが良かったのか?　　（筑摩選書
0197）

森岡 正博／著 筑摩書房

9 おうちをさがして ケイト・テンプル／ぶん 潮出版社

10 オスマン帝国英傑列伝　　（幻冬舎新書 お-29-1） 小笠原 弘幸／著 幻冬舎

11 男ふたりで12ケ月おやつ 椹野 道流／著 プランタン出版

12
オルラ/オリーヴ園　　（光文社古典新訳文庫 KAモ2-4
モーパッサン傑作選）

モーパッサン／著 光文社

13
駆込み女　　（双葉文庫 さ-26-38 はぐれ又兵衛例繰控
1）

坂岡 真／著 双葉社

14 彼女の「正しい」名前とは何か 岡 真理／著 青土社

15
北の邪宗門　　（二見時代小説文庫 も2-31 北風侍寒九
郎 4）

森 詠／著 二見書房

16 キャリア教育概説
日本キャリア教育学会
／編

東洋館出版社

17 京都発・庭の歴史 今江 秀史／著 世界思想社

18 Google Apps Script目的別リファレンス 清水 亮／著 秀和システム

19 クリニックの個別指導・監査対応マニュアル 医業経営研鑽会／編 日本法令

20
木霊燃ゆ　　（二見時代小説文庫 も2-32 北風侍寒九郎
5）

森 詠／著 二見書房

21 債権回収基本のき 権田 修一／著 商事法務

22 最後の巡礼者　上　　（竹書房文庫 す8-1） ガード・スヴェン／著 竹書房

23 最後の巡礼者　下　　（竹書房文庫 す8-2） ガード・スヴェン／著 竹書房

24 シゲコ! 菅 聖子／著 偕成社

25 THIS IS JAPAN　　（新潮文庫 ふ-57-1） ブレイディみかこ／著 新潮社
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26
庶務行員多加賀主水の憤怒の鉄拳　　（祥伝社文庫 え
4-5）

江上 剛／著 祥伝社

27 すこやかな服 マール コウサカ／著 晶文社

28 政治家の覚悟　　（文春新書 1287） 菅 義偉／著 文藝春秋

29 世界最強の現場力を学ぶトヨタのPDCA 桑原 晃弥／著
ビジネス教育出版
社

30 世界の児童文学をめぐる旅 池田 正孝／著 エクスナレッジ

31 セカンドライフ　　（徳間文庫 に11-9） 新津 きよみ／著 徳間書店

32 滞納処分による給料・預金差押えと取立訴訟の実務 瀧 康暢／編著 民事法研究会

33
小さな子どもの褒められ服　　（Heart Warming Life
Series）

植田 有希／著 日本ヴォーグ社

34 地方公共団体歳入歳出科目解説
月刊「地方財務」編集
局／編

ぎょうせい

35 地名の世界地図　　（文春新書 1269） 21世紀研究会／編 文藝春秋

36 天才富永仲基　　（新潮新書 875） 釈 徹宗／著 新潮社

37 どうして私はおしゃれなんでしょうか? のどか／著 日経BP

38 道徳の自然誌 マイケル・トマセロ／著 勁草書房

39 毒花を抱く女　　（ハヤカワ文庫 NV 1471）
ルイース・ボイイエ・ア
ブ・イェンナス／著

早川書房

40 西野達完全ガイドブック 西野 達／著 月曜社

41 猫と和む 久下 貴史／画 新評論

42
フィッシュ・アンド・チップスの歴史　　（創元世界史ライブ
ラリー）

パニコス・パナイー／
著

創元社

43 忘却城 炎龍の宝玉　　（創元推理文庫 Fす1-3） 鈴森 琴／著 東京創元社

44 ぼくはレモネードやさん
えいしま しろう／文・
絵

生活の医療

45 「ボケたくない」という病　　（健康美活ブックス） 和田 秀樹／著 世界文化社

46
ホテルクラシカル猫番館　3　　（集英社オレンジ文庫 こ
2-13）

小湊 悠貴／著 集英社

47 メイとバーレのたび　　（おりがみえほんシリーズ 1）
ささくら つよし／さく・
へん・しゃしん

あいり出版

48 メガバンク最後通牒　　（幻冬舎文庫 は-35-4） 波多野 聖／[著] 幻冬舎

49 メガバンク絶体絶命　　（幻冬舎文庫 は-35-3） 波多野 聖／[著] 幻冬舎

50 メガバンク宣戦布告　　（幻冬舎文庫 は-35-2） 波多野 聖／[著] 幻冬舎
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51 めだかのきょろちゃん　　（かわいいいきもののえほん） 高家 博成／さく 童心社

52 MORE from LESS
アンドリュー・マカ
フィー／著

日経BP日本経済
新聞出版本部

53 文字世界で読む文明論　　（講談社現代新書 2578） 鈴木 董／著 講談社

54 山と獣と肉と皮 繁延 あづさ／著 亜紀書房

55 ユーラシア「超大陸」の地政学
ブルーノ・マサンエス／
著

東京堂出版
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