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書籍名 作者 出版社

1  わたしは灰猫  青山繁晴／著 扶桑社

2 みがわり  青山七恵／著 幻冬舎

3  お探し物は図書室まで  青山美智子／著  ポプラ社

4 おもかげ  浅田次郎／〔著〕 講談社

5  ＃モデルがこっそり作っている魔法の楽やせレンチンスープ  Ａｔｓｕｓｈｉ／著 宝島社

6  レインツリーの国　Ｗｏｒｌｄ　ｏｆ　ｄｅｌｉｇｈｔ  有川浩／著 新潮社

7  火にかけるだけ！失敗しらず！無敵の“家（うち）キャン”レシピ  ＡＬＰＨＡ　ＴＥＣ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

8  赤い砂  伊岡瞬／著 文藝春秋

9 モヤモヤそうだんクリニック
 池谷裕二／文　ヨシタケシンス
 ケ／絵

 ＮＨＫ出版

10  オーデュボンの祈り  伊坂幸太郎／著 新潮社

11  犬がいた季節  伊吹有喜／著 双葉社

12  裏を見て「おいしい」を買う習慣  岩城紀子／著  主婦の友社

13  推し、燃ゆ  宇佐見りん／著 河出書房新社

14  とわの庭  小川糸／著 新潮社

15  泣ける！ミステリー父と子の物語
 冲方丁／著　岡崎琢磨／著
 里見蘭／著　小路幸也／著
 友清哲／著

宝島社

16  タクジョ！  小野寺史宜／著 実業之日本社

17  着物の国のはてな  片野ゆか／著 集英社

18 オルタネート  加藤シゲアキ／著 新潮社

19  マル農のひと  金井真紀／文と絵 左右社

20  クックパッドの裏ワザ料理ベスト１００　ｃｏｏｋｐａｄ　３３７万レシピから厳選  クックパッド株式会社／監修  ダイヤモンド社

21  リハビリの夜  熊谷晋一郎／著 医学書院

22  息子のトリセツ  黒川伊保子／著 扶桑社

23  人生１００年の家づくり　健康寿命が長くなる住まいの秘訣  建築知識／編 エクスナレッジ

24  鬼滅の刃　　２３  吾峠　呼世晴　著 集英社

25  感染症とワクチンについて専門家の父に聞いてみた  さーたり／著　中山哲夫／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

26  「愛」という名のやさしい暴力　その生きづらさはどこからきたのか  斎藤学／著 扶桑社

27  家族じまい  桜木紫乃／著 集英社

28 エンド・オブ・ライフ  佐々涼子／著
 集英社インター
ナショナル

29 青田波  佐伯泰英／著 文藝春秋

30  モダンカリグラフィーで毎日が楽しくなる大人かわいい手帳＆ノートの書き方  島野真希／監修 世界文化社
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31  関西酒場のろのろ日記  スズキナオ／著  Ｐヴァイン

32  私を月に連れてって  鈴木るりか／著 小学館

33  今日も明日も「いいこと」がみつかる「繊細さん」の幸せリスト  武田友紀／著  ダイヤモンド社

34 白日  月村了衛／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

35 無駄花  中真大／著 講談社

36  ドクター・デスの遺産  中山七里／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

37  魔法のカラダスイッチ大全　一瞬で体幹が整い、不調が消える  那須公宏／著 自由国民社

38  まんぷく　〈料理〉時代小説傑作選
 畠中恵／著　坂井希久子／著
 青木祐子／著　中島久枝／著
 梶よう子／著　宮部みゆき／著

 ＰＨＰ研究所

39  谷根千ミステリ散歩　中途半端な逆さま問題  東川篤哉／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

40  美しき凶器　長編推理小説　新装版  東野圭吾／著 光文社

41  縁結びカツサンド  冬森灯／著  ポプラ社

42  女王さまの夜食カフェ  古内一絵／著 中央公論新社

43  あなたを閉じこめる「ずるい言葉」　１０代から知っておきたい  森山至貴／著  ＷＡＶＥ出版

44  サイレント・トーキョー　Ａｎｄ　ｓｏ　ｔｈｉｓ　ｉｓ　Ｘｍａｓ  秦建日子／著 河出書房新社

45  「空気」の研究　新装版  山本七平／著 文藝春秋

46  タヌキとキツネ冬のおはなし  アタモト／著
フロンティアワー
クス

47 ユックリとジョジョニ  荒井良二／作  ほるぷ出版

48 じごくバス  有田奈央／作　安楽雅志／絵  ポプラ社

49  おふろ、はいる？  飯野和好／作  あかね書房

50  レジェンドカーずかん　伝説の車が２００台以上大集合！  小堀和則／監修 成美堂出版

51 ことわざしょうてんがい  かんべあやこ／作  あかね書房

52 しろとくろ  きくちちき／作 講談社

53 トリックアートサンタクロース
 北岡明佳／監修　グループ・コ
 ロンブス／構成・文

 あかね書房

54  トリックアート戦国時代
 北岡明佳／監修　グループ・コ
 ロンブス／構成・文

 あかね書房

55 しんごうきピコリ  ザ・キャビンカンパニー／作・絵  あかね書房

56  ちかづいてはなれてわお！
 清川あさみ／さく・え　中野信子
 ／かいせつ

パイインターナ
ショナル

57 ノラネコぐんだんケーキをたべる  工藤ノリコ／著 白泉社

58 ゲナポッポ  クリハラタカシ／著 白泉社

59  ぜったいにあけちゃダメ？　ラリーのクリスマス  ビル・コッター／さく
 サンクチュアリ出
版

60 ミライノイチニチ  コマツシンヤ／作  あかね書房
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61 そらからきたこいし  しおたにまみこ／〔著〕 偕成社

62 の  ｊｕｎａｉｄａ／著 福音館書店

63  しごとば　やっぱり  鈴木のりたけ／作  ブロンズ新社

64 なまえのないねこ  竹下文子／文　町田尚子／絵 小峰書店

65  Ｓａｓｓｙのあかちゃんえほんぶるるん
 Ｓａｓｓｙ　ＤＡＤＷＡＹ／監修　Ｌａ
 ＺＯＯ／文・絵・デザイン

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

66 ねこのニャンルー  どいかや／〔作〕 偕成社

67 みんなのおすし  はらぺこめがね／作  ポプラ社

68 むれ  ひろたあきら／さく ＫＡＤＯＫＡＷＡ

69 おかいもの  前田まゆみ／さく・え  主婦の友社

70 ぼくのたび  みやこしあきこ／作  ブロンズ新社

71 ヒゲタさん  山西ゲンイチ／作・絵 徳間書店

72 ジュリアンはマーメイド
 ジェシカ・ラブ／作　横山和江
 ／訳

サウザンブックス
社

73 はたらくくるまたちのクリスマス
 シェリー・ダスキー・リンカー／
 文　ＡＧ・フォード／絵　福本友
 美子／訳

ひさかたチャイル
ド

74 かぞくがのみすぎたら
 リチャード・ラングセン／さく　ニ
 コール・ルーベル／え　いなみ
 まりお／かんしゅう　たにぐちま

 ＡＺホールディン
グス

75  音と光のでる絵本　クリスマスタンバリン 成美堂出版

76 怪物園 福音館書店
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