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№ 書名 著者名 出版社

1 暁の宇品 堀川 惠子／著 講談社

2 あかね紫　　（集英社文庫 し69-3） 篠 綾子／著 集英社

3 井上ひさしの憲法指南　　（岩波現代文庫 社会 325） 井上 ひさし／著 岩波書店

4 いらいらばいばい つむぱぱ／さく・え 鈴木出版

5 invert 相沢 沙呼／著 講談社

6 ウディ・アレン追放 猿渡 由紀／著 文藝春秋

7 絵本筑豊一代 山本 作兵衛／画 石風社

8 円周率πの世界　　（ブルーバックス B-2147） 柳谷 晃／著 講談社

9 おっさんたちの黄昏商店街　[2]　　（潮文庫 い-6） 池永 陽／著 潮出版社

10
おばけのうんどうかい　　（ポプラ社の新・小さな童話 324
おばけマンション 47）

むらい かよ／著 ポプラ社

11
合唱組曲・吸血鬼のうた　　（集英社オレンジ文庫 あ4-
7）

赤川 次郎／著 集英社

12 喫茶店で松本隆さんから聞いたこと 松本 隆／[述] 夏葉社

13
キャベたまたんていまものの森からSOS!　　（キャベたま
たんていシリーズ [23]）

三田村 信行／作 金の星社

14 教皇のスパイ　　（ハーパーBOOKS M・シ1・10）
ダニエル・シルヴァ／
著

ハーパーコリンズ・
ジャパン

15 Google式10Xリモート仕事術 平塚 知真子／著 ダイヤモンド社

16 「心」が分かるとモノが売れる 鹿毛 康司／著 日経BP

17 この星の絵の具　上 小林 正人／著 アートダイバー

18 この星の絵の具　中 小林 正人／著 アートダイバー

19
三時間の導線　上　　（ハヤカワ・ミステリ文庫 HM 439-
11）

アンデシュ・ルースル
ンド／著

早川書房

20
三時間の導線　下　　（ハヤカワ・ミステリ文庫 HM 439-
12）

アンデシュ・ルースル
ンド／著

早川書房

21
38歳、男性、独身-淡々と生きているようで、実はそうで
もない日常。

ウイ／著 KADOKAWA

22 准教授・高槻彰良の推察　EX　　（角川文庫 さ73-16） 澤村 御影／[著] KADOKAWA

23 人生ミスっても自殺しないで、旅 諸隈 元／著 晶文社

24 『新青年』名作コレクション　　（ちくま文庫 し53-1） 『新青年』研究会／編 筑摩書房

25
神保町・喫茶ソウセキ文豪カレーの謎解きレシピ　　（宝
島社文庫 Cや-9-1）

柳瀬 みちる／著 宝島社
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26
数学ですごい「脳トレ」　　（サイエンス・アイ新書 SIS-446
数学）

本丸 諒／著 SBクリエイティブ

27 1300社が導入した日本型ジョブディスクリプション 松本 順市／著 日経BP

28 千里眼ノン=クオリアの終焉　　（角川文庫 ま26-116） 松岡 圭祐／[著] KADOKAWA

29 旅がくれたもの 蔵前 仁一／著 旅行人

30 DX経営図鑑 金澤 一央／著 アルク

31
東亜同文書院卒業生の軌跡を追う　　（愛知大学東亜同
文書院大学記念センター叢書）

藤田 佳久／編 あるむ

32 どうかご自愛ください ユン ホンギュン／著 ダイヤモンド社

33 洞窟少年と犬のシロ 祓川 学／作 ハート出版

34 「東国の雄」上杉景勝　　（角川新書 K-363） 今福 匡／[著] KADOKAWA

35 糖尿病の真実　　（光文社新書 1141） 水野 雅登／著 光文社

36 ドキュメントがん治療選択 金田 信一郎／著 ダイヤモンド社

37 ドラキュラのチャチャチャ　　（ナイトランド叢書 EX-3） キム・ニューマン／著 アトリエサード

38 なにごともなく、晴天。　　（金曜日の本） 吉田 篤弘／著 平凡社

39 「日本型格差社会」からの脱却　　（光文社新書 1142） 岩田 規久男／著 光文社

40 猫の街から世界を夢見る　　（創元SF文庫 SFシ9-2） キジ・ジョンスン／著 東京創元社

41 ノスタルジーはスーパーマーケットの2階にある パリッコ／[著] スタンド・ブックス

42 東シナ海開戦　6　　（C・NOVELS 34-135） 大石 英司／著 中央公論新社

43 氷室の華　　（朝日文庫 し54-1） 篠 たまき／著 朝日新聞出版

44
ポーラの戴冠式　　（C・NOVELS Fantasia か1-74 デル
フィニア戦記外伝 3）

茅田 砂胡／著 中央公論新社

45
本当に君は総理大臣になれないのか　　（講談社現代新
書 2622）

小川 淳也／著 講談社

46 Makuake式「売れる」の新法則 坊垣 佳奈／著
日経BP日本経済
新聞出版本部

47 マスターアルゴリズム ペドロ・ドミンゴス／著 講談社

48 マン・レイと女性たち 巖谷 國士／監修・著 平凡社

49 ミライをつくろう! GOROman／著 翔泳社

50 もういちど　　（[「しゃばけ」シリーズ] [20]） 畠中 恵／著 新潮社
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51 野球の90%はメンタル
ボブ・テュークスベリー
／著

春秋社

52 祐介・字慰　　（文春文庫 お76-1） 尾崎 世界観／著 文藝春秋

53 ラストエンペラー習近平　　（文春新書 1320）
エドワード・ルトワック
／著

文藝春秋

54 私がホームレスだったころ 李 玟萱／著 白水社

55 わたしの幸せな結婚　5　　（富士見L文庫 あ-17-1-5） 顎木 あくみ／[著] KADOKAWA

56
笑って生きれば、笑って死ねる　　（知的生きかた文庫
た81-1）

立川 らく朝／著 三笠書房

57 わるじい慈剣帖　6　　（双葉文庫 か-29-41） 風野 真知雄／著 双葉社

3/3


