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書　名 著者 出版社
アウターライズ 赤松利市 中央公論新社
発注いただきました！ 朝井リョウ 集英社
ドミノin上海 恩田陸 角川書店
丸の内魔法少女ミラクリーナ 村田沙耶香 角川書店
クジラアタマの王様 伊坂幸太郎 NHK出版
我らが少女A 髙村薫 毎日新聞出版
BUTTER 柚木麻子 新潮社
ノーサイド・ゲーム 池井戸潤 ダイヤモンド社
むらさきのスカートの女 今村夏子 毎日新聞出版
旧友再会 重松清 講談社
100日間あふれるほどの好きを教えてくれたきみへ 永良サチ スターツ出版
K2　復活のソロ 笹本稜平 祥伝社
本と鍵の季節 米澤穂信 集英社
傲慢と善良 辻村深月 毎日新聞出版
鹿の王　水底の橋 上橋菜穂子 KADOKAWA
泣くな研修医 中山祐次郎 幻冬舎
君はきっとまだ知らない 汐見夏衛 スターツ出版
我は景祐 熊谷達也 新潮社
祝祭と予感 恩田陸 幻冬舎
ツナグ　想い人の心得 辻村深月 新潮社
人間 又吉直樹 毎日新聞出版
天保十四年のキャリーオーバー 五十嵐貴久 PHP研究所
ライオンのおやつ 小川糸 ポプラ社
すぐ死ぬんだから 内館牧子 講談社
未来 湊かなえ 双葉社
平場の月 朝倉かすみ 光文社
夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく 汐見夏衛 スターツ出版
マジカルグランマ 柚木麻子 毎日新聞出版
たおやかに輪をえがいて 窪美澄 中央公論新社
イマジン？ 有川ひろ 幻冬舎
落日 湊かなえ 角川春樹事務所
ムゲンのi　ｱｲ　上 知念実希人 双葉社
ムゲンのi　ｱｲ　下 知念実希人 双葉社
メディウム～ｍedium～ 相沢沙呼 講談社
流浪の月 凪良ゆう 東京創元社
熱源 川越宗一 文藝春秋
希望の糸 東野圭吾 講談社
M愛すべき人がいて 小松成美 幻冬舎
夏の騎士 百田尚樹 新潮社
店長がバカすぎて 早見和真 角川春樹事務所
夏物語 川上未映子 文藝春秋
線は、僕を描く 砥上裕將 講談社
むかしむかしあるところに、死体がありました 青柳碧人 双葉社
ノースライト 横山秀夫 新潮社
大名倒産　上 浅田次郎 文藝春秋
大名倒産　下 浅田次郎 文藝春秋
黒武御神火御殿 宮部みゆき 毎日新聞出版
まち 小野寺史宜 祥伝社
暗約領域「新宿鮫Ⅺ」 大沢在昌 光文社
わが殿　上 畠中　恵 文藝春秋
わが殿　下 畠中　恵 文藝春秋
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書　名 著者 出版社
山内マリコの美術館は一人で行く派展 山内ﾏﾘｺ 東京ニュース通信社
聡明な女は愉しく老いる 桐島洋子 海竜社
じじばばのるつぼ 群ようこ 新潮社
思わず考えちゃう ヨシタケシンスケ 新潮社
はい、さようなら。 瀬戸内寂聴 光文社
DEATHイェール大学で２３年連続の人気講義「死」とは何か シェリー・ケーガン 文響社
かみさまは中学１年生 すみれ サンマーク出版
50代からの人生戦略-いまある武器をどう生かすか- 佐藤優 青春出版社
あやうく一生懸命生きるところだった ハワン ダイヤモンド社
70歳のたしなみ 坂東眞理子 小学館
多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。 Jam サンクチュアリ出版
モチベーション革命 尾原和啓 幻冬舎
チーズはどこへ消えた？ スペンサー・ジョンソン 扶桑社
神様と仲良くなれる！日本の神様図鑑 大塚和彦 新星出版社
歎異抄をひらく 高森顕徹 1万年堂出版
令和誕生　退位・改元の黒衣たち 読売新聞政治部 新潮社
皇室から見た平成史-平成のはじまりから今上陛下ご即位まで- 編・フジテレビ「皇室ご一家」 扶桑社
素顔の雅子さま-１１人が語る知られざるエピソード- つげのり子 河出書房新社
素顔の美智子さま-１１人が語る知られざるエピソード- つげのり子 河出書房新社
宮城のトリセツ地図で読み解く初耳秘話 昭文社企画編集室・ムーブ 昭文社
金持ち父さん貧乏父さん ロバート・キヨサキ 筑摩書房
９９歳、現役です！ 川上二三子 太田出版
５０代からの人間関係 水島広子 PHP研究所
察しない男説明しない女 五百田達成 ディスカバー・トゥエンティワン

夫のﾄﾘｾﾂ 黒川伊保子 講談社
あたいと他の愛 もちぎ 文藝春秋
ケーキの切れない非行少年たち 宮口幸治 新潮社
"今"からできる！日常防災 永田宏和・ボーイスカウト連盟 池田書店
被災地ママに学ぶ　ちいさな防災のアイディア40 ｱﾍﾞﾅｵﾐ 学研プラス
死ぬんじゃねーぞ！！ 中川翔子 文藝春秋
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ 新潮社
日本のヤバい女の子　静かなる抵抗 はらだ有彩 柏書房
日本のヤバい女の子 はらだ有彩 柏書房
身のまわりのすごい「しくみ」大百科 涌井良幸・涌井貞美 KADOKAWA
新しい腸の教科書・健康なカラダはすべて腸から始まる 江田証 池田書店
まんがでわかる自立神経の整え方「ゆっくり・にっこり・楽に」生きる方法 小林弘幸・一色美穂 ｲｰｽﾄ･ﾌﾟﾚｽ
身のまわりの「すごい技術」大百科 涌井良幸・涌井貞美 KADOKAWA
ペットボトルで作るかわいい便利こものレディブティックシリーズ ブティック社編集部 ブティック社
走れ！ダンボルギーニ！！ 今野英樹 万丈社
農家が教えるどぶろくのつくり方 編・農文協 農山漁村文化協会
友達ｾﾞﾛの不登校だった僕が世界一ハッピーな高校生になれたわけ よしあき KADOKAWA
あなたがひとりで生きていく時に知っていてほしいこと 辰巳渚 文藝春秋
やってもやっても終わらない名もなき家事に名前をつけたらその多さに驚いた 梅田悟司 サンマーク出版
手ぬいでできゃう！服のお直し 高畠　海 新星出版社
フェルトのお守りラッキーチャーム ピポン 文化出版局
刺しゅう糸で編む　かぎ針編みの福ものプチぐるみ アップルミンツ
刺しゅう糸でかんたん　はじめてつくるミサンガ 日本ヴォーグ社
syunkonカフェごはんレンジでもっと！絶品レシピ 山本ゆり 宝島社
365日の保存びんレシピ202 ダンノマリコ 主婦の友社
朝10分でできるスープ弁当 有賀薫 マガジンハウス
見ためは地味だがじつにウマイ！作りたくなるお弁当 heavydrinker KADOKAWA
ねぇ、これ捨ててみない？ ゆるりまい 幻冬舎
家事なんて適当でいい！ ボンベイ KADOKAWA
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黒猫ろんと暮らしたら AKR KADOKAWA
だれでも飼える日本ミツバチ 藤原誠太 農山漁村文化協会
サンドウィッチマンの東北魂あの日、そしてこれから サンドイッチマン ニッポン放送
地球生まれで旅育ちﾔﾏｻﾞｷﾏﾘ流人生論 ヤマザキマリ 海竜社
おかあさんライフ。 たかぎなおこ KADOKAWA
ねぇぴよちゃん① 青沼貴子 竹書店
ねぇぴよちゃん② 青沼貴子 竹書店
ねぇぴよちゃん③ 青沼貴子 竹書店
ねぇぴよちゃん④ 青沼貴子 竹書店
津久井智子の消しゴムはんこ。教室 津久井智子 主婦の友社
まるごとわかる！撮り方ブック 山崎理佳 日東書院本社
ユニット折り紙 北條敏彰 日本文芸社
素敵に飾る折り紙ブロック 金杉登喜子 日本文芸社
GACKTの勝ち方 GACKT NORTH VILLAGE
老いの重荷は　神の賜物 樹木希林 集英社
９月１日　母からのバトン 樹木希林・内田也哉子　 ポプラ社
まあまあふうふう。 八千草薫 主婦と生活社
いいことだけ考える市原悦子のことば 沢部ひとみ 文藝春秋
あなただけの、咲き方で 八千草薫 幻冬舎
ひとりで生きていく ヒロシ 廣済堂出版
大家さんと僕これから 矢部太郎 新潮社
「大家さんと僕」と僕 矢部太郎 新潮社
はじめてのやせ筋トレ とがわ愛 KADOKAWA
野球ノートに書いた甲子園FINAL 高校野球ドットコム編集部 幻冬舎
野村セオリー絆 野村克也・沙知代 海竜社
話すチカラ 齋藤孝・安住紳一郎 ダイヤモンド社
読みたいことを、書けばいい。 田中泰延 ダイヤモンド社
マンガでわかる百人一首 あんの秀子 池田書店
わたしを離さないで ｲｼｸﾞﾛ・ｶｽﾞｵ 早川書房
野村メモ 野村克也 日本実業出版社
これ１冊でぜんぶできる！Windows10基本＆便利ﾜｻﾞ大全　永久保存版 三才ブックス
日本の小さな本屋さん 和氣正幸 エクスナレッジ
ごんべえだぬき 川端誠 KADOKAWA
おひなさまの平安生活えほん ほりかわりまこ あすなろ書房
さくらの谷 富安陽子 偕成社
カラーモンスターがっこうへいく ｱﾅ・ﾚﾅｽ 永岡書店
なまえのないねこ 竹下文子 小峰書店
ママ ｶﾝ・ｷﾞｮﾝｽ 永岡書店
おやすみ、エレン カール・ヨハン＝エリーン 飛鳥新社
こども六法 山崎総一郎 弘文堂
ブラックホールってすごいやつ 本間希樹 扶桑社
かんたん・かわいい・おしゃれ！子どもの手芸レッスンBOOK 松村忍 朝日新聞出版
はじめてでもおいしい！楽しい！10歳からのお料理教室 大瀬由生子 日東書院本社
窓 小手鞠るい 小学館
八月のひかり 中島信子 汐文社
いいね！ 筒井ともみ あすなろ書房
ｻｯｶｸ探偵団あやかし月夜の宝石どろぼう 藤江じゅん KADOKAWA
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