
書籍名 作者 出版社

1 ＱＪＫＪＱ 佐藤　　究 講談社

2 掟上今日子の家計簿 西尾　維新 講談社

3 メビウス・ファクトリー 三崎　亜紀 集英社

4 バイバイ・バディ 行成　薫 講談社

5 わずか一しずくの血 蓮城　三紀彦 文藝春秋

6 小説　君の名は。（文庫） 新海　誠 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

7 おんなの城 安部　龍太郎 文藝春秋

8 空への助走　福蜂工業高校運動部 壁井　ユカコ 集英社

9
おとなの京都本　じっくり歩いて、見て、知って楽しい、おと
なのための京都案内の決定版。

京阪神エルマガ
ジン社

10
もち麦ダイエットレシピ　お腹いっぱい食べても、しっかりや
せる！　糖質制限、必要なし！

山下　春幸 アスコム

11 ペネロペのたのしいハロウィン アン・グットマン 岩波書店

12 Ｉ　ｌｏｖｅ　ｌｅｔｔｅｒ あさの　あつこ 文藝春秋

13 やさしい心を育てる日本の神話 伊東　利和 幻冬舎

14 励み場 青山　文平 角川春樹事務所

15 刑事0号 西條　奈加 徳間書房

16 ゆけ、おりょう 門井　慶喜 文藝春秋

17 小説家と過ごす日曜日 石田　衣良 文藝春秋

18 ヒポクラテスの憂鬱 中山　七里 祥伝社

19 ストロベリーライフ 荻原　浩 毎日新聞出版

20 蜜蜂と遠雷 恩田　陸 幻冬舎

21 よっつ屋根の下 大崎　梢 光文社

22 望み 雫井　脩介 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
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23 火炎の人（上） 木内　昇 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

24 火炎の人（下） 木内　昇 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

25 私のスポットライト 林　真理子 ポプラ社

26 江戸を造った男 伊東　潤 朝日新聞出版

27 スローバラード 小路　幸也 実業之出版社

28 東京二十三区女 長江　俊和 幻冬舎

29 分かれ道ノストラダムス 緑野　野分 双葉社

30 罪のあとさき 畑野　智美 双葉社

31 ヴァラエティ 奥田　英朗 講談社

32 青空 井上　文夫 新日本出版社

33 曲がり木たち 小手鞠　るい 原　書房

34 新しい鳥たち 片山　恭一 光文社

35 家へ 石田　千 講談社

36 のろい男　俳優・亀岡拓次 戌井　昭人 講談社

37 イサの氾濫 木村　友祐 未來社

38 お願い離れて、少しだけ 越智　月子 祥伝社

39 Ｍの暗号 柴田　哲孝 祥伝社

40 白衣の嘘 長岡　弘樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

41 デトロイト美術館の奇跡 原田　マハ 新潮社

42 手のひらの京 綿谷　りさ 新潮社

43 孤篷のひと 葉室　麟 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

44 朝が来るまでそばにいる 彩瀬　まる 新潮社
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45 籠の鸚鵡 辻原　登 新潮社

46 リーチ先生 原田　マハ 集英社

47 慈雨 柚月　裕子 集英社

48 鋼のメンタル 百田　尚樹 新潮社

49 やめてみた。本当に必要なものが見えてくる暮らし方・考え方 わたなべ　ぽん 幻冬舎

50 曽野綾子自伝　この世に恋して 曽野　綾子 ワック

51 人はいくつになっても生きようがある。 吉沢　久子 さくら舎

52 子どもにウケるたのしいくクイズ 坪内　忠太 新講社

53 子どもにウケるたのしいく日本 坪内　忠太 新講社

54 感情を上手に解き放つ技術 和田　秀樹 新星出版社

55
野菜とくだもののパワーファイトケミカルスできれいになる

本
宮澤　陽夫 祥伝社

56 下北沢について 吉本　ばなな 幻冬舎

57 猫への恋文 岩合　光昭 日経ＢＰ社

58 安心みそ汁３６５　認知症予防にはコレ！ 村上　祥子 セブン＆アイ出版

59
美智子さま１００の言葉　　日本人をやさしくつつみこむ御

心
山下　晋司（監修） 宝島社

60
温泉が楽しめる登山詳細ルートガイド　至福の一湯を求めて
登る全２６コース

エイ出版社

61 ダメな自分を認めたら、 部屋がキレイになりました ＫＡＤＯＫＡＷＡ

62
スリム美人の生活習慣をマネしたら 1年間で30キロ痩せま

した
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

63 子供が夢を確実に叶える方法 伊藤　美乃り スターツ出版
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64 プラス１ｃｍ キム・ウンジュ 文響社

65 夕焼けエッセー2017 産経新聞社編 産経新聞出版

66 あらしをよぶ名探偵 杉山　亮 偕成社

67 表参道高校合唱部　10000回だめでへとへとになっても 櫻井　剛 学研プラス

68 表参道高校合唱部　あなたが生きている今日はどんなに素晴らしいだろ
う

櫻井　剛 学研プラス

69 表参道高校合唱部　涙の数だけ強くなれるよ 櫻井　剛 学研プラス

70 ゆうかんな猫ミランダ エレナー・エスティン 岩波書店

71 ぼくたちの相棒 ｹｲﾄ･ﾊﾞﾝｸｽ＆ﾊﾞｰﾄ･ｼｪﾙﾄﾞﾚｲｸ あすなろ書房

72 トンチンさんはそばにいる さえぐさ　ひろこ 童心社

73 「ごめんなさい」がいっぱい くすのき　しげのり ＰＨＰ研究所

74
プーさんとであった日世界でいちばんゆうめいなクマのほ
んとうにあったお話

リンジー・マティック 評論社

75 オ・ヤサシ巨人ＢＦＧ ロアルド・ダール 評論社

76 明日の食卓 椰月　美智子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

77 黒い紙 堂場　瞬一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

78 すみなれたからだで 窪　美澄 河出書房新社

79
子育て奮闘中の母ちゃんドクターが書いた「男の子ママ」のなやみをぶ
とばす言葉 須藤　暁子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

80 ルルとララのおかしやさん（21）　ようこそタルト あんびる　やすこ 岩崎書店

81 ルルとララのおかしやさん（20）　ミルキープリン あんびる　やすこ 岩崎書店

82 ルルとララのおかしやさん（18）　コットンマカロン あんびる　やすこ 岩崎書店

83 ルルとララのおかしやさん（17）　　　　クリスマス あんびる　やすこ 岩崎書店

84 ルルとララのおかしやさん（16）　にこにこクリーム あんびる　やすこ 岩崎書店

85 ルルとララのおかしやさん（15）　しらたまデザート あんびる　やすこ 岩崎書店


