
書籍名 作者 出版社

1 柳屋商店開店中 柳　広司 原　書房

2 夜行 森見　登見彦 小学館

3 かぎ編みであったかふわふわアシマルざぶとん ムック

4 あららありゃりゃ 小長谷　清実 福音館書店

5 おいしいかぞえうた 岸田　衿子 福音館書店

6 ぐよんぐよん 長谷川　摂子 福音館書店

7 ぼくのきんぎょをやつがねらう！ 武田　美穂 小学館

8 おおどろぼうヌスート 高畠　じゅん子 ほるぷ出版

9 これはすいへいせん 谷川　俊太郎 金の星社

10 朝からスキャンダル 酒井　順子 講談社

11 恋のゴンドラ 東野　圭吾 実業之出版社

12 石黒式ヤバイ掃除術 宝島社 石黒　英雄

13 天使は奇跡を希う（文庫） 七川　隆文 文藝春秋

14 サイエント・ブレス 南　杏子 幻冬舎

15 ルルとララのおかしやさん（19）　フレンチトースト あんびる　やすこ 岩崎書店

16 ７デイズ　日韓特命捜査ファイル 五十嵐　貴久 ＰＨＰ研究所

17 綴られる愛人 井上　荒野 集英社

18 十二人の死にたい子どもたち 冲方　丁 文藝春秋

19 農ガール、農ライフ 垣谷　美南 祥伝社

20 木もれ日を縫う 谷　　瑞恵 集英社

21 ホームズ四世 新堂　冬樹 講談社

22 廃校先生 浜口　倫太郎 講談社

23 かがやき荘アラサー探偵局 東川　篤哉 新潮社

24 ハリー・ポッターと呪いの子　第一部、第二部特別リハーサル版 Ｊ.Ｋローリング

25 脇坂副所長の長い一日 真保　裕一 集英社

26 たっきーママの作りおきと時短おかずで 朝すぐ! 弁当 奥田　和美 扶桑社

27 おまつり万歳！日本全国、四季のまつりとご当地ごはん たかぎ　なおこ 文藝春秋
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28 ひとつぼし 菊田　まりこ 学研プラス

29 或る夜のダリア　迷いの日々にはいつも花があった 内館　牧子 潮出版社

30 ＮＨＫ趣味どきっ！発酵食レシピ 小林　弘幸 宝島社

31 くまのこのとしこし 高橋　和枝 講談社

32 サンタさんありがとう 長尾　玲子 福音館書店

33 人は皆、土に還る 曽野　綾子 祥伝社

34 夏が逝く瞬間 原田　伊織 毎日ワンズ

35 桜風堂ものがたり 村山　早紀 ＰＨＰ研究所

36 まどからのおくりもの 五味　太郎 偕成社

37 ヨーレのクマー 宮部　みゆき ＫＡＤＯＫＡＷＡ

38 ゴッド・スパイダー 三浦　明博 講談社

39 猫ピッチャー　４ そにし　けんじ 中央公論新社

40 猫ピッチャー　５ そにし　けんじ 中央公論新社

41 １８歳からの格差論 井手　英策 東洋経済新報社

42 ツレヅレハナコのじぶん弁当 ツレヅレ　ハナコ 小学館

43 もっとつくおき　もっとかんたん、もっとおいしい nozomi 光文社

44 毎日のお味噌汁 平山　由香 アノニマ・スタジオ

45 闘う！母ごはん　春夏秋冬、こどもがいる日の家めし日記 中田　ぷう 光文社

46 メビウス1974 堂場　瞬一 河出書房新社

47 ベルサイユの秘密　女子大生　桜川東子の推理 鯨　統一郎 光文社

48 四月になれば彼女は 川村　元気 文藝春秋

49 君はレフティ 額賀　澪 小学館

50 金魚たちの放課後 河合　二湖 小学館

51 セイレーンの懺悔 中山　七里 小学館

52 こちら文学少女になります 小嶋　陽太郎 文藝春秋

53 アレグロ・ラガッツｱ あさの　あつこ 朝日新聞出版

54 冬の光 篠田　節子 文藝春秋
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55 わたしの隣の王国 七河　迦南 新潮社

56 犯罪小説集 吉田　修一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

57 揺らぐ街 熊谷　達也 光文社

58 静かの海　ゆらめきの冬、さよならの春 筏田　かつら 宝島社

59 コクーン 葉真中　顕 光文社

60 ふりかえれば名探偵 杉山　亮 偕成社

61 しあわせなら名探偵 杉山　亮 偕成社

62 てんやわんや名探偵 杉山　亮 偕成社

63 せかいいちの名探偵 杉山　亮 偕成社

64 ひるもよるも名探偵 杉山　亮 偕成社

65 常備菜2 飛田　和緒 主婦と生活社

66 ふだんの食材で気軽につくる人気のおもてなし料理 白水　智子 旭屋出版

67 魔法のパスタ: 鍋は1つ!麺も具もまとめてゆでる簡単レシピ 村田　裕子 主婦と生活社

68 継続捜査ゼミ 今野　敏 講談社

69 静かの海　あいいろの夏、うそつきの秋 筏田　かつら 宝島社

70 黒涙 月村　了衛 朝日新聞出版

71 火災調査官 福田　和代 東京創元社

72 氷の轍 桜木　紫乃 小学館

73 優しい街 新野　剛志 双葉社

74 太らない間食 足立　香代子 文響社

75 さよなら、君のいない海 秀島　迅 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

76 ブルーネス 伊予原　新 文藝春秋


