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№ 書名 著者名 出版社

1
アッサム・ティーと熱気球の悪夢　　（コージーブックス チ
1-14 お茶と探偵 20）

ローラ・チャイルズ／
著

原書房

2 アトリエインカーブ物語　　（河出文庫 い43-1） 今中 博之／著 河出書房新社

3 暗殺者の悔恨　上　　（ハヤカワ文庫 NV 1472）
マーク・グリーニー／
著

早川書房

4 暗殺者の悔恨　下　　（ハヤカワ文庫 NV 1473）
マーク・グリーニー／
著

早川書房

5 アンディ・ウォーホルをさがせ!
キャサリン・イングラム
／文

宝島社

6 一生おいしいお弁当 MAYA／著 コサエルワーク

7 一生つかえるメイク YOSHINKO／著 光文社

8 いまこそ「小松左京」を読み直す　　（NHK出版新書 629） 宮崎 哲弥／著 NHK出版

9 ウイルス・ハンター　　（ハヤカワ文庫 NF 561） エド・レジス／著 早川書房

10 エデュケーション
タラ・ウェストーバー／
著

早川書房

11 NPO法人のすべて 齋藤 力夫／編著 税務経理協会

12 お直し処猫庵　[2]　　（富士見L文庫 あ-10-2-2） 尼野 ゆたか／[著] KADOKAWA

13 隠れ町飛脚 三十日屋　　（ポプラ文庫 た12-1） 鷹山 悠／[著] ポプラ社

14 ガチガチの世界をゆるめる 澤田 智洋／著 百万年書房

15 寄生リピート　　（幻冬舎文庫 し-47-1） 清水 カルマ／[著] 幻冬舎

16 きらめく共和国
アンドレス・バルバ／
著

東京創元社

17 切り剣 福田 理代／著 国書刊行会

18 ぐるぐるマップEast　vol.45 静岡新聞社

19 警視庁レッドリスト　　（小学館文庫 か17-4） 加藤 実秋／著 小学館

20
コーヒー・ケーキに消えた誓い　　（コージーブックス コ1-
18 コクと深みの名推理 18）

クレオ・コイル／著 原書房

21 コンビニの闇　　（ワニブックス|PLUS|新書 310） 木村 義和／著 ワニブックス

22
彩堂かすみの謎解きフィルム　　（スターツ出版文庫 Sき
3-3）

騎月 孝弘／著 スターツ出版

23 才能をひらく編集工学 安藤 昭子／[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

24 猿の罰　　（ハーパーBOOKS M・ハ4・3） J.D.バーカー／著
ハーパーコリンズ・
ジャパン

25 社協・行政協働型コミュニティソーシャルワーク 田中 英樹／編著 中央法規出版
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26 修学旅行は世界一周!　　（ハルキ文庫 よ13-1） 吉田 友和／著 角川春樹事務所

27 新型コロナ収束への道　　（日経プレミアシリーズ 439） 花村 遼／著
日経BP日本経済
新聞出版本部

28 数字の噓を見抜く本 田口 勇／著 彩図社

29 そして地下都市へ マーク・ダーランド／著 文芸社

30 達人プログラマー David Thomas／共著 オーム社

31 断頭台/疫病　　（竹書房文庫 や7-1） 山村 正夫／著 竹書房

32 地域福祉とファンドレイジング 宮城 孝／編集 中央法規出版

33 地球が燃えている ナオミ・クライン／著 大月書店

34 地方の病院は「医師の働き方改革」で勝ち抜ける 佐藤 文彦／著 中央経済社

35
手ぬいでかんたん!ほどかずそのまま着物をリメイク
（レディブティックシリーズ 8060）

高橋 恵美子／[著] ブティック社

36 読心刑事・神尾瑠美　　（双葉文庫 ふ-31-01） 藤崎 翔／著 双葉社

37 トラウマにふれる 宮地 尚子／著 金剛出版

38
どんどん弾ける! ピアノで奏でたい定番20　　（ピアノソロ
入門）

川田 千春／[ほか]ピ
アノ編曲

ヤマハミュージックエンタテインメン
トホールディングス

39 なぜ、読解力が必要なのか?　　（講談社+α新書 6-3C） 池上 彰／[著] 講談社

40 なぜ僕らは今、リノベーションを考えるのか 大島 芳彦／著 学芸出版社

41 入門課税要件論 木山 泰嗣／著 中央経済社

42 認知星人じーじ「楽しむ介護」実践日誌 黒川 玲子／著 海竜社

43 白鍵だけ! 片手で弾ける! ベストメロディ120 ヤマハミュージックエンタテインメン
トホールディングス

44 ビジネスエリート必読の名著15 大賀 康史／著 自由国民社

45 藤井聡太のいる時代
朝日新聞将棋取材班
／著

朝日新聞出版

46 FUTURE EDUCATION! 教育新聞／編 岩波書店

47 米中争覇 朝日新聞取材班／著 朝日新聞出版

48 MINDSET 鏑木 毅／著 三栄

49 南相馬メドレー 柳 美里／著 第三文明社

50 村川大介のAI流はこわくない　　（NHK囲碁シリーズ） 村川 大介／著 NHK出版
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51 メディアシフト 関口 ケント／著 宝島社

52 森の中に埋めた　　（創元推理文庫 Mノ4-8） ネレ・ノイハウス／著 東京創元社

53
461個の弁当は、親父と息子の男の約束。　　（マガジン
ハウス文庫 わ3-1）

渡辺 俊美／著 マガジンハウス

54 LATEX2e美文書作成入門 奥村 晴彦／著 技術評論社

55
ラベンダー・ティーには不利な証拠　　（コージーブックス
チ1-15 お茶と探偵 21）

ローラ・チャイルズ／
著

原書房

56 料理大好き小学生がフランスの台所で教わったこと ケイタ／著 自然食通信社

57 ワークマン式「しない経営」 土屋 哲雄／著 ダイヤモンド社

58
和布で作る縁起がいい飾りもの　　（レディブティックシ
リーズ 8059）

ブティック社

59 笑う数学
日本お笑い数学協会
／著

KADOKAWA
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