
書　　　名 作　　　者 出版社

1 青くて痛くて脆い 住野　よる KADOKAWA

2
頭に来てもアホとは戦うな！
－人間関係を思い通りし、最高の
パフォーマンスを実現する方法－

田村　耕太郎 朝日新聞出版

3 AX 伊坂　幸太郎 KADOKAWA 

4
あやかし草紙　（三島屋変調百物語
５）　－三島屋変調百物語伍之続－

宮部　みゆき ＫＡＤＯＫＡＷＡ

5 ありえないほどうるさいオルゴール店 瀧羽　麻子 幻冬舎

6
医者が教える食事術最強の教科書
－２０万人を診てわかった医学的に
正しい食べ方６８－

牧田　善二 ダイヤモンド社

7 いっちばん　(新潮文庫　は－３７－７) 畠中　恵 新潮社

8 イノセント 島本　理生 集英社

9
いろいろあった人へ
－大人の流儀Best Selection－

伊集院　静 講談社

10 歌ことば100 今野　寿美 本阿弥書店

11
英傑　（新潮文庫　い－１６－１２２）
－西郷隆盛アンソロジー－

池波　正太郎 新潮社

12
えどさがし (新潮文庫　は－３７－１２)
－しゃばけ外伝－

畠中　恵 新潮社

13
逢魔が時に会いましょう
（集英社文庫　お５２－６）

荻原　浩 集英社

14 おちゃめに１００歳！寂聴さん 瀬尾　まなほ 光文社
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15
男の子の育て方　－子どもの潜在意
識にこっそり”成功の種”をまく方法－

中野　日出美 大和出版

16 おまけのこ　(新潮文庫　は－３７－４) 畠中　恵 新潮社

17 おまじない 西　加奈子 筑摩書房

18
想い雲　（ハルキ文庫　た１９－３）
－みをつくし料理帖　３－

高田　郁 角川春樹事務所

19
思い出が消えないうちに　（コーヒー
が冷めないうちにシリーズ　３）

川口　俊和 サンマーク出版

20
親子で楽しむ手形アート
－カンタン、かわいい！－

やまざき　さちえ 日本文芸社

21 おらおらでひとりいぐも 若竹　千佐子 河出書房新社

22
阿蘭陀西鶴
 (講談社文庫　あ１１９－６)

朝井　まかて 講談社

23 オレンジページＣｏｏｋｉｎｇ　２０１９冬 オレンジページ

24
オンナの奥義　－無敵のオバサンに
なるための３３の扉－

阿川　佐和子 文藝春秋

25
女の子が生きていくときに、覚えてい
てほしいこと

西原　理恵子 KADOKAWA

26
女の子の育て方　－子どもの潜在意
識にこっそり”幸せの種”をまく方法－

中野　日出美 大和出版

27 かがみの孤城 辻村　深月 ポプラ社

28
家事の得ワザ　－一流のプロたちに
学ぶ「家庭で使える得ワザ」大全集－

得する人損する人 マガジンハウス

29
型紙いらずの着物リメイク・パンツ＆
スカート　－メンズとキッズも！－

松下　純子 河出書房出版社

30
夏天の虹　（ハルキ文庫　た１９－８）
－みをつくし料理帖　７－

高田　郁 角川春樹事務所



31
君は月夜に光り輝く
（メディアワークス文庫　さ４－１）

佐野　徹夜 KADOKAWA

32 着物地でリメイク 佐藤　初美
文化学園文化出
版局

33 銀河鉄道の父 門井　慶喜 講談社

34 崩れる脳を抱しめて 知念　実希人 実業之日本社

35 眩（くらら） 朝井　まかて 新潮社

36
黒い司法　（亜紀書房翻訳ノンフィク
ション・シリーズ２－９）　－黒人死刑
大国アメリカの冤罪と戦う－

ブライアン・スティー
ヴンソン

亜紀書房

37
今朝の春　（ハルキ文庫　た１９－４）
－みをつくし料理帖　４－

高田　郁 角川春樹事務所

38 決戦！桶狭間 冲方　丁 講談社

39 決戦！川中島 冲方　丁 講談社

40
決定版！夏の大評判レシピ２０８　－
旬の素材たっぷり！エッセで人気の
時短＆簡単おかずを集めました－

扶桑社

41
健康名人の炭酸水レシピ
－やせる、キレイになれる、料理に使
える！－

新生　暁子
セブン＆アイ
出版

42
検察側の罪人 上
(文春文庫　し６０－１)

雫井　脩介 文藝春秋

43
検察側の罪人 下
(文春文庫　し６０－２)

雫井　脩介 文藝春秋

44
極上の孤独
（幻冬社新書　し－１０－３）

下重　暁子 幻冬舎

45
心星ひとつ　（ハルキ文庫　た１９－
７）－みをつくし料理帖　６－

高田　郁 角川春樹事務所

46 ことことこーこ 阿川　佐和子 KADOKAWA



47 子どもはみんな問題児。 中川　李枝子 新潮社

48 この嘘がばれないうちに 川口　俊和 サンマーク出版

49 湖畔の愛 町田　康 新潮社

50
これはしない、あれはする　－遠慮し
てはダメ。一度しかないあなたの人生
なのだから。－

小林　照子 サンマーク出版

51 孤狼の血 (角川文庫　ゆ１４－１) 柚月　裕子 KADOKAWA 

52 ころころろ　(新潮文庫　は－３７－８) 畠中　恵 新潮社

53 怖い絵　（角川文庫　な５０－２） 中野　京子 KADOKAWA

54
左京区七夕通東入ル
（小学館文庫　た２１－１）

瀧羽　麻子 小学館

55
左京区恋月橋渡ル
（小学館文庫　た２１－２）

瀧羽　麻子 小学館

56 左京区桃栗坂上ル 瀧羽　麻子 小学館

57
櫻子さんの足下には死体が埋まって
いる（１２）　ジュリエットの告白
（角川文庫　お６８－１２）

太田　紫織 KADOKAWA

58
櫻子さんの足下には死体が埋まって
いる（１３）　わたしのおうちはどこです
か（角川文庫　お６８－１３）

太田　紫織 KADOKAWA

59
小夜しぐれ　（ハルキ文庫　た１９－
５）
－みをつくし料理帖　５－

高田　郁 角川春樹事務所

60
残月　（ハルキ文庫　た１９－１０）
－みをつくし料理帖　８－

高田　郁 角川春樹事務所

61 屍人荘の殺人 今村　昌弘 東京創元社

62 下町ロケット　（３）　ゴースト 池井戸　潤 小学館



63 下町ロケット　（４）　ヤタガラス 池井戸　潤 小学館

64
失敗してよかった！
－自分を肯定する７つの思考パター
ン－

和田　裕美 ポプラ社

65
身辺整理、わたしのやり方
－もの、お金、家、人づき合い、人生
の後始末をしていく－

曽野　綾子 興陽館

66
水彩画混色ハンドブック　新装版
－１６色で描ける花・果実・野菜－

若松　倫夫 日貿出版社

67
水彩画上達のポイント５０　（コツがわ
かる本）－この一冊でレベルアップ－

渋谷　綾乃 メイツ出版

68
図解 健康になりたければ家の掃除を
変えなさい

松本　忠男 扶桑社

69 すぐ死ぬんだから 内館　牧子 講談社

70
捨てる 　（文春文庫　し３４－５０）
－アンソロジー－

大崎　梢 文藝春秋

71
スマホを落としただけなのに
（宝島社文庫　Cし－７－１）

志駕　晃 宝島社

72
スマホを落としただけなのに　囚われ
の殺人鬼　（宝島社文庫　Cし－７－
３）

志駕　晃 宝島社

73 青少年のための小説入門 久保寺　健彦 集英社

74 青畝俳句散歩 佐久間　慧子 文學の森

75 青嵐の坂 葉室　麟 KADOKAWA 

76
世界一シンプルで科学的に証明され
た究極の食事

津川　友介 東洋経済新報社

77 世界で一番美しい化学反応図鑑 セオドア・グレイ 創元社

78 世界と僕のあいだに タナハシ・コーツ
慶應義塾大学出
版会



79
ゼロからの陶芸入門
－コツをつかで上達しよう－

はる陶房 誠文堂新光社 

80 空飛ぶタイヤ　新版 池井戸　潤 実業之日本社

81
天（そら）の梯（かけはし）
（ハルキ文庫　た１９－１２）
－みをつくし料理帖　１０－

高田　郁 角川春樹事務所

82
玉村警部補の巡礼
（田口・白鳥シリーズ）

海堂　尊 宝島社

83 たゆたえども沈まず 原田　マハ 幻冬舎

84 散り椿　 (角川文庫　時－は４２－４) 葉室　麟 KADOKAWA 

85
ちんぷんかん　(新潮文庫　は－３７
－６)

畠中　恵 新潮社

86 沈黙のパレード　（ガリレオ　９） 東野　圭吾 文藝春秋

87 疲れない折れない体と心 葛西　紀明 東洋経済新報社

88 定年オヤジ改造計画 垣谷　美雨 祥伝社

89
天災から日本史を読みなおす 　（中
公新書　２２９５）　－先人に学ぶ防災
－

磯田　道史 中央公論新社

90
天誅組　 (京阪奈新書)　－その道を
巡る－

舟久保　藍
京阪奈情報教育
出版

91
電動轆轤マスターブック
－陶芸本格派への一歩－

横浜いずみ陶芸学
院

誠文堂新光社

92
天皇の料理番　上
（集英社文庫　す１－７）

杉森　久英 集英社

93
天皇の料理番　下
（集英社文庫　す１－８）

杉森　久英 集英社

94
糖質オフのやせる作りおき
－たっぷり食べてＯＫ！－

牧野　善二 新星出版社



95
日日是好日　（新潮文庫　も－３４－
１）
「お茶」が教えてくれた１５のしあわせ

森下　典子 新潮社

96 日本国紀 百田　尚樹 幻冬舎

97 ぬしさまへ　　 (新潮文庫) 畠中　恵 新潮社

98
ねこのばば　 (新潮文庫　は－３７－
３)

畠中　恵 新潮社

99
ノーム　新装愛蔵版　－不思議な小
人たち－

ヴィル・ヒュイゲン グラフィック社

100
ノルディックエクササイズ&ノルディッ
クウォーキング　－シニアのための転
ばぬ先の一歩－

杉山　康司 ナップ

101
呪われた明治維新
－歴史認識「長州嫌い」の１５０年－

星　亮一 さくら舎

102 肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい 西山　耕一郎 飛鳥新社

103
はじめての籐編み －YOSHIKOのか
ごレッスン－

齊藤　美子 日本ヴォーグ社

104 ８５歳のチアリーダー 滝野　文恵 扶桑社

105
八朔の雪　（ハルキ文庫　た１９－１）
－みをつくし料理帖　１－

高田　郁 角川春樹事務所

106
花だより　（ハルキ文庫　た１９－２０）
－みをつくし料理帖　特別巻－

高田　郁 角川春樹事務所

107
花散らしの雨
（ハルキ文庫　た１９－２）
－みをつくし料理帖　２－

高田　郁 角川春樹事務所

108 破滅の王 上田　早夕里 双葉社

109
バリアフリー温泉で家族旅行　－とっ
ておきの親孝行旅行に。３世代での
大家族旅行に。－

山崎　まゆみ 昭文社

110 はるか 宿野　かほる 新潮社



111
晴子情歌　下
（新潮文庫　た－５３－３２）

高村　薫 新潮社

112
晴子情歌　上
（新潮文庫　た－５３－３１）

高村　薫 新潮社

113 盤上の向日葵 柚月　裕子 中央公論新社

114
引っ越し大名三千里
（ハルキ文庫　と６－２）

土橋　章宏 角川春樹事務所

115
ひなこまち　(新潮文庫　は－３７－１
１)

畠中　恵 新潮社

116
一〇一歳の習慣　－いつまでも健や
かでいたいあなたに、覚えておいてほ
しいこと－

高橋　幸枝 飛鳥新社

117 百年泥 石井　遊佳 新潮社

118 ファーストラヴ 島本　理生 文藝春秋

119 平城京 安部　龍太郎 KADOKAWA 

120 骨を弔う 宇佐美　まこと 小学館

121
巻いて巻いてどんどん巻いて！　－ラ
イスペーパー、小麦粉の皮、野菜、
肉、パン、のりで。－

今泉　久美
文化学園文化出
版局

122
豆の上で眠る　（新潮文庫　み－５６
－２）

湊　かなえ 新潮社

123 魔力の胎動 東野　圭吾 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

124 万引き家族 是枝　裕和 宝島社

125
美雪晴れ　（ハルキ文庫　た１９－１
１）
－みをつくし料理帖　９－

高田　郁 角川春樹事務所

126 未来 湊　かなえ 双葉社



127
みんなの脳活性編み物全７０点　（レ
ディブティックシリーズ　４６２４）　－頭
で考え、手を動かして脳を活性化－

ブテッィク社

128
虫といっしょに家庭菜園　－農薬に頼
らずつくる－

小川　幸夫 家の光協会

129 むすびつき　（しゃばけシリーズ　１７） 畠中　惠 新潮社

130
やなりいなり　(新潮文庫　は－３７－
１０)

畠中　恵 新潮社

131
ゆんでめて　(新潮文庫　は－３７－
９)

畠中　恵 新潮社

132
夜明けの街で　（角川文庫　ひ１６－
８）

東野　圭吾 KADOKAWA

133
よくわかる盆栽　（ナツメ社のGarden
Books）－基礎から手入れまで －

山田　香織 ナツメ社

134
寄席品川清洲亭　（集英社文庫　お８
３－１）

奥山　景布子 集英社

135 よるのばけもの 住野　よる 双葉社

136
収容所（ラーゲリ）から来た遺書
（文春文庫）

辺見　じゅん 文藝春秋

137 流　（講談社文庫　ひ５９－１） 東山　彰良 講談社

138 恋歌　（講談社文庫　あ１１９－５） 朝井　まかて 講談社

139 わたし、定時で帰ります 朱野　帰子 新潮社

140
私の家では何も起こらない
（角川文庫　お４８－７）

恩田　陸 KADOKAWA


