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書籍名 作者 出版社

1 天子蒙塵　第４巻 浅田次郎∥著 講談社

2 珠玉 彩瀬まる∥著 双葉社

3 古鏡のひみつ　「鏡の裏の世界」をさぐる　 新井悟∥編著 河出書房新社

4 フーガはユーガ　ＴＷＩＮＳ　ＴＥＬＥＰＯＲＴ　ＴＡＬＥ 伊坂幸太郎∥著 実業之日本社

5 体を温める、わたしの習慣　キレイで健康な人は体温が高いんです！　 石原結實∥監修 宝島社

6 男たちの船出 伊東潤∥著 光文社

7 おんなの窓　５ 伊藤理佐∥著 文藝春秋

8 おんなの窓　６ 伊藤理佐∥著 文藝春秋

9 怒らないコツ　「ゆるせない」が消える９５のことば 植西聰∥著 自由国民社

10 未来をはじめる　「人と一緒にいること」の政治学 宇野重規∥著 東京大学出版会

11 シングルマザー自立への道　働き方教育で女性が活躍する社会へ 江成道子∥著 啓文社書房

12 麒麟児 冲方丁∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

13 探偵は教室にいない 川澄浩平∥著 東京創元社

14 伊能図探検　伝説の古地図を２００倍楽しむ
河出書房新社編集部∥編，
モリナガヨウ∥絵

河出書房新社

15 新史料からわかった新選組の真実　歴史新書 菊地明∥著 洋泉社

16
御朱印さんぽ関西・北陸・瀬戸内の寺社　ぶらり休日に運気アップ！
関西周辺の１３０寺社、徹底案内！

ＪＴＢパブリッシン
グ

17 キンモクセイ 今野敏∥著 朝日新聞出版

18 声なき蝉　上　空也十番勝負　青春篇 佐伯泰英∥著 双葉社

19 声なき蝉　下　　空也十番勝負　青春篇 佐伯泰英∥著 双葉社

20 異郷のぞみし　空也十番勝負　青春篇 佐伯泰英∥著 双葉社

21 剣と十字架　空也十番勝負　青春篇 佐伯泰英∥著 双葉社

22 恨み残さじ　　空也十番勝負　青春篇 佐伯泰英∥著 双葉社

23 光まで５分 桜木紫乃∥著 光文社

24 学校では教えてくれない世界史の授業 佐藤賢一∥著
ＰＨＰエディター
ズ・グループ

25 どんまい 重松清∥著 講談社

26 あなたの愛人の名前は 島本理生∥著 集英社

27 はたらく細胞　０５　 清水茜∥著 講談社

28 大人の動物占いＰＲＥＭＩＵＭ　動物占いイヤーブック　２０１９年版 主婦の友社∥編 主婦の友社

29 命の限り、笑って生きたい
瀬戸内寂聴∥著，
瀬尾まなほ∥著

光文社

30 モリさんの狩猟生活　群馬・奥利根の名クマ猟師が語る
高柳盛芳∥語り，
かくまつとむ∥文

山と溪谷社
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31 きっと明日はいい日になる 田口久人∥著 ＰＨＰ研究所

32 神のダイスを見上げて 知念実希人∥著 光文社

33 才能の正体　ＮＥＷＳＰＩＣＫＳ　ＢＯＯＫ 坪田信貴∥著 幻冬舎

34 白いジオラマ 堂場瞬一∥著 中央公論新社

35 その先の道に消える 中村文則∥著 朝日新聞出版

36 「ひらめき」はこう生まれる　クリエイティブ思考ワークブック
ドルテ・ニールセン∥著，
サラ・サーバー∥著，岩崎晋也∥
訳

ＣＣＣメディアハウス

37 知覧と指宿枕崎線の間 西村京太郎∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

38 服部安子が応える！認知症ケアの真髄 服部安子∥著 フジメディカル出版

39 海とジイ 藤岡陽子∥著 小学館

40 読書間奏文 藤崎彩織∥著 文藝春秋

41 やる気の出し方 藤由達藏∥著 河出書房新社

42 ブラタモリ　１６　富士山・三保松原　高野山　宝塚　有馬温泉 ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班∥監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

43
最大多数の最大幸福　道徳および立法の諸原理序説より
講談社まんが学術文庫

ベンサム∥原作，
近藤たかし∥まんが

講談社

44 リコール 保坂祐希∥著 ポプラ社

45 色と性格の心理学　たった１秒で人を見抜く・自分を変える ポーポー・ポロダクション∥著 日本文芸社

46 うちはおっぺけ　３姉妹といっしょ　５　 松本ぷりっつ∥著 竹書房

47 昨日がなければ明日もない 宮部みゆき∥著 文藝春秋

48 好日日記　季節のように生きる 森下典子∥著
パルコエンタテイ
ンメント事業部

49 楽譜　アイデア　みんなが選んだ人気曲ラン　ピアノソロ／中級　今弾きたい！！
ヤマハミュージックエ
ンタテインメントホー
ルディングス出版部

50 テーマ別だから理解が深まる日本史
山岸良二∥監修，かみゆ歴史編
集部∥編，朝日新聞出版∥編著

朝日新聞出版

51 本と鍵の季節 米澤穂信∥著 集英社

52 レシピブログの大人気節約レシピＢＥＳＴ１００　 宝島社

53 こんな夜更けにバナナかよ　筋ジス・鹿野靖明とボランティアたち　 渡辺一史∥著 文藝春秋

54 日本史探偵コナン外伝（アナザー）　　国宝編　　背中合わせの両雄
青山剛昌∥原作　狛枝和生∥ま
んが，海童博行∥まんが

小学館

55 日本史探偵コナン外伝（アナザー）　　将棋編　　命がけの棋譜
青山剛昌∥原作　山?栄一∥まん
が，斉藤むねお∥まんが

小学館

56 キラキラぼしのたなばた　教育画劇のかみしばい　 あくざわめぐみ∥作絵 教育画劇

57 池上彰のはじめてのお金の教科書 池上彰∥著，ふじわらかずえ∥絵 幻冬舎

58 これなあに　あかちゃんのためのえほん いもとようこ∥作 講談社

59 仮面ライダージオウ＆全平成ライダーパーフェクトだいひゃっか　 講談社

60 あずきとぎ　京極夏彦の妖怪えほん　怖 京極夏彦∥作，町田尚子∥絵 岩崎書店
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61 ことりぞ　京極夏彦の妖怪えほん　妖 京極夏彦∥作，山科理絵∥絵 岩崎書店

62 とうふこぞう　京極夏彦の妖怪えほん　笑 京極夏彦∥作，石黒亜矢子∥絵 岩崎書店

63 つくもがみ　京極夏彦の妖怪えほん　楽 京極夏彦∥作，城芽ハヤト∥絵 岩崎書店

64 うぶめ　京極夏彦の妖怪えほん　悲 京極夏彦∥作，井上洋介∥絵 岩崎書店

65 魔女ののろいアメ　とっておきのどうわ 草野あきこ∥作，ひがしちから∥絵ＰＨＰ研究所

66 ノラネコぐんだんそらをとぶ　 工藤ノリコ∥著 白泉社

67 みちのく妖怪ツアー
佐々木ひとみ∥作，野泉マヤ∥
作，堀米薫∥作，東京モノノケ∥
絵

新日本出版社

68 ビター・ステップ　
高田由紀子∥作，おとないちあき
∥絵

ポプラ社

69 こどものひのさがしもの　教育画劇のかみしばい　 田中六大∥作絵 教育画劇

70 おおきくなったの　はじめての行事えほん　七五三
すとうあさえ∥ぶん，つがねちか
こ∥え

ほるぷ出版

71 おしりたんてい　ププッゆきやまのしろいかいぶつ！？ トロル∥さく・え ポプラ社

72 新しい心のバリアフリーずかん　きみの「あたりまえ」を見直そう！　見る知る考えるずかん
中野泰志∥監修，野田節美∥イ
ラスト，内田尚子∥イラスト

ほるぷ出版

73 笑い猫の５分間怪談　１３　さよならをもう６回
那須田淳∥責任編集・作　みうらかれ
ん∥作，藤木稟∥作，松原秀行∥
作，令丈ヒロ子∥作

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

74 かいけつゾロリのドラゴンたいじ　２　 原ゆたか∥さく・え ポプラ社

75 かいけつゾロリロボット大さくせん　 原ゆたか∥さく・え ポプラ社

76 銭天堂　ふしぎ駄菓子屋　６ 廣嶋玲子∥作，ｊｙａｊｙａ∥絵 偕成社

77 銭天堂　ふしぎ駄菓子屋　７ 廣嶋玲子∥作，ｊｙａｊｙａ∥絵 偕成社

78 十年屋　時の魔法はいかがでしょう？ 廣嶋玲子∥作，佐竹美保∥絵 静山社

79 キャベたまたんてい大ピンチ！ミクロのぼうけん　 三田村信行∥作，宮本えつよし∥絵 金の星社

80 算数パワーでやってみよう！　２　算数でめぐるグルグル！地球のふしぎ
みちしたのぶひろ∥訳，伊藤真由美
∥監訳，瀬沼花子∥監訳，富永順一
∥監訳　アン・ルーニー∥著

オーム社

81 伝説の巨大ハリケーン　マジック・ツリーハウス　４４
メアリー・ポープ・オズボーン∥
著，食野雅子∥訳

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

82 ビックリ！！世界の小学生　 柳沢有紀夫∥著，田伊りょうき∥絵ＫＡＤＯＫＡＷＡ

83 ジュニア空想科学読本　７ 柳田理科雄∥著，藤嶋マル∥絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

84 ジュニア空想科学読本　８ 柳田理科雄∥著，藤嶋マル∥絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ


