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№ 書名 著者名 出版社

1 アメリカのシャーロック・ホームズ
ケイト・ウィンクラー・
ドーソン／著

東京創元社

2 美しい世界のチーズの教科書
トリスタン・シカール／
著

パイインターナショ
ナル

3 虚の聖域 松嶋 智左／著 講談社

4 運動能力が10秒で上がるサボリ筋トレーニング 笹川 大瑛／著 KADOKAWA

5 海馬を求めて潜水を
ヒルデ・オストビー／
[著]

みすず書房

6 「科学的」は武器になる 早野 龍五／著 新潮社

7 片山廣子幻想翻訳集　　（銀河叢書） 片山 廣子／著訳 幻戯書房

8 環状島へようこそ 宮地 尚子／編 日本評論社

9 機龍警察白骨街道　　（ハヤカワ・ミステリワールド） 月村 了衛／著 早川書房

10 現代アメリカ保守主義運動小史 リー・エドワーズ／著 育鵬社

11 後宮の烏　6　　（集英社オレンジ文庫 し1-19） 白川 紺子／著 集英社

12 後宮の夜叉姫　3　　（メディアワークス文庫 に3-15） 仁科 裕貴／著 KADOKAWA

13 ゴースト・ポリス・ストーリー 横関 大／著 講談社

14 「ことば」に殺される前に　　（河出新書 029） 高橋 源一郎／著 河出書房新社

15 子どもと孤独
エリス・ボールディング
／著

田畑書店

16 殺人カルテ　　（光文社文庫 お39-17） 大石 圭／著 光文社

17 自壊するメディア　　（講談社+α新書 844-1C） 望月 衣塑子／[著] 講談社

18 時代別いちばんエライ人でわかる日本史 山岸 良二／監修 朝日新聞出版

19 死物語　上　　（講談社BOX [<物語>シリーズ] [28]） 西尾 維新／著 講談社

20 死物語　下　　（講談社BOX [<物語>シリーズ] [29]） 西尾 維新／著 講談社

21
消費ミニマリズムの倫理と脱資本主義の精神　　（筑摩
選書 0213）

橋本 努／著 筑摩書房

22 女帝の古代王権史　　（ちくま新書 1555） 義江 明子／著 筑摩書房

23 新説の日本史　　（SB新書 534） 河内 春人／著 SBクリエイティブ

24 推理大戦 似鳥 鶏／著 講談社

25 正義の天秤　[2]　　（角川文庫 た61-7） 大門 剛明／[著] KADOKAWA
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26 精霊指定都市　　（集英社オレンジ文庫 わ1-5） 我鳥 彩子／著 集英社

27 高原英理恐怖譚集成 高原 英理／著 国書刊行会

28 ただしい人類滅亡計画-反出生主義をめぐる物語 品田 遊／著 イースト・プレス

29 中学校通知表文例集 梶田 叡一／監修 学陽書房

30 超空気支配社会　　（文春新書 1316） 辻田 真佐憲／著 文藝春秋

31 筒美京平　　（文春新書 1325） 近田 春夫／著 文藝春秋

32
東京から行く!日帰り絶景さんぽ　2021-2022　　（JTBの
MOOK）

JTBパブリッシング

33
豆腐尽くし　　（幻冬舎時代小説文庫 お-43-13 居酒屋
お夏 春夏秋冬 [3]）

岡本 さとる／[著] 幻冬舎

34 時の子供たち　上　　（竹書房文庫 ち1-1）
エイドリアン・チャイコフ
スキー／著

竹書房

35 時の子供たち　下　　（竹書房文庫 ち1-2）
エイドリアン・チャイコフ
スキー／著

竹書房

36
名もなき剣　　（幻冬舎時代小説文庫 こ-38-12 義賊・神
田小僧 [4]）

小杉 健治／[著] 幻冬舎

37 入門現代の量子力学 堀田 昌寛／著 講談社

38 はじめてのAndroidプログラミング 金田 浩明／著 SBクリエイティブ

39 パムクの文学講義
オルハン・パムク／
[著]

岩波書店

40 パリのおうち時間 中村 江里子／著 扶桑社

41
「人に迷惑をかけるな」と言ってはいけない　　（SB新書
549）

坪田 信貴／著 SBクリエイティブ

42 服の魔法をあなたに。　　（富士見L文庫 へ-1-3-1） 紅原 香／[著] KADOKAWA

43 振りきった、生ききった 大島 康徳／著 中日新聞社

44 平成史 與那覇 潤／著 文藝春秋

45
迷うもまたよし!クラシック・レーベルの歩き方
（ONTOMO MOOK）

レコード芸術／編 音楽之友社

46 Motor Fan illustrated　Volume176 三栄

47 Motor Fan illustrated　Volume177 三栄

48 闇に用いる力学　[1] 竹本 健治／著 光文社

49 闇に用いる力学　[2] 竹本 健治／著 光文社

50 闇に用いる力学　[3] 竹本 健治／著 光文社
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51 誘拐　　（創元推理文庫 Mテ19-2 P分署捜査班 [2]）
マウリツィオ・デ・ジョバ
ンニ／著

東京創元社

52 落暉(ゆうひ)に燃ゆる　　（講談社文庫 つ34-1） 辻堂 魁／[著] 講談社

53 ロブ・ハルフォード回想録 ロブ・ハルフォード／著 DU BOOKS

54 わが子が勉強するようになる方法 西村 則康／著 アスコム

55
わかりやすい卓球のルール　[2020]　　（SPORTS
SERIES）

白川 誠之／監修 成美堂出版
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