
書名 著者名 出版社
1 塩狩峠 三浦綾子 新潮社
2 夏への扉 ロバート・A．ハインライン 早川書房
3 わかりあえないことから 平田オリザ 講談社
4 あなたの勉強法はどこがいけないのか？ 西林克彦 筑摩書房
5 数学を嫌いにならないで　基本のおさらい篇 ダニカ・マッケラー 岩波書店
6 ペスト アルベール・カミュ 新潮社
7 友だち幻想 菅野仁 筑摩書房
8 ヒトは「いじめ」をやめられない 中野信子 小学館
9 幸せな着ぐるみ工場 かのうひろみ 日本経済新聞出版

10 月と珊瑚 上條さなえ 講談社
11 菜の花の沖縄日記 坂本菜の花 ヘウレーカ
12 シャガクに訊け！ 大石大 光文社
13 いつまでも白い羽根 藤岡陽子 光文社
14 手のひらの楽園 宮木あや子 新潮社
15 金継ぎの家 ほしおさなえ 幻冬舎
16 タスキメシ　箱根 額賀澪 小学館
17 青ノ果テ 伊与原新 新潮社
18 コンビニ人間 村田沙耶香 文藝春秋
19 かわいい結婚 山内マリコ 講談社
20 働く女 群ようこ 集英社
21 首都感染 高嶋哲夫 講談社
22 ファミリーデイズ 瀬尾まいこ 集英社
23 食事作りに手間暇かけないドイツ人、手料理神話にこだわり続ける日本人 今村武 ダイヤモンド社
24 妄想とツッコミでよむ万葉集 三宅香帆 大和書房
25 帰宅部ボーイズ はらだみずき 幻冬舎
26 なぜ女はメルカリに、男はヤフオクに惹かれるのか？ 田中道昭、牛窪恵 光文社
27 僕の明日を照らして 瀬尾まいこ 筑摩書房
28 あなただけの、咲き方で 八千草薫 幻冬舎
29 こころに響く方丈記 木村耕一 １万年堂出版
30 何のために「学ぶ」のか 桐光学園　編 筑摩書房
31 考える方法 桐光学園　編 筑摩書房
32 なぜ科学を学ぶのか 池内了 筑摩書房
33 YouTube革命 ロバート・キンセル 文藝春秋
34 桃太郎は盗人なのか？ 倉持よつば 新日本出版社
35 本当の「頭のよさ」ってなんだろう？ 齋藤孝 誠文堂新光社
36 知ってはいけない 矢部宏冶 講談社
37 未来の年表 河合雅司 講談社
38 なぜ僕らは働くのか 池上彰　監修 学研プラス
39 アヴェ・マリアのヴァイオリン 香川宜子 KADOKAWA
40 秘密のスイーツ 林真理子 ポプラ社
41 犬の消えた日 井上こみち 幻冬舎
42 さいごの毛布 近藤史恵 KADOKAWA
43 あひる 今村夏子 KADOKAWA
44 ナガサキノート/祈り ナガサキノート２ 朝日新聞長崎総局　編 朝日新聞出版
45 わたしは１２歳、爆撃される悪夢を見る夜。 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 合同出版
46 コンプレックス・プリズム 最果タヒ 大和書房
47 夜行 森見登美彦 小学館
48 超二流 野村克也 ポプラ社
49 志村流 志村けん 三笠書房
50 大合格 中田敦彦 KADOKAWA
51 キリン解剖記 郡司芽久 ナツメ社
52 カラスの教科書 松原始 講談社
53 知らないと恥をかく世界の大問題　3 池上彰 KADOKAWA
54 シャーロック・ホームズの思い出 アーサー・コナン・ドイル 河出書房新社ほか
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55 負けに不思議の負けなし 野村克也 朝日新聞出版
56 虹色のチョーク 小松成美 幻冬舎
57 むらさきのスカートの女 今村夏子 朝日新聞出版
58 かんがえる子ども 安野光雅 福音館書店
59 大勢の中のあなたへ ひきたよしあき 朝日学生新聞社
60 黒い兄弟 リザ・テツナー あすなろ書房
61 ぼくたちはきっとすごい大人になる 有吉玉青 光文社
62 人と比べない生き方 和田秀樹 SBクリエイティブ
63 時をかけるゆとり 朝井リョウ 文藝春秋
64 もういちど生まれる 朝井リョウ 幻冬舎
65 過ぎ去りし王国の城 宮部みゆき KADOKAWA
66 きみの町で 重松清 新潮社
67 子どものための哲学対話 永井均 講談社
68 ゴリラからの警告 山極寿一 毎日新聞出版
69 先生はえらい 内田樹 筑摩書房
70 決断力 羽生善治 KADOKAWA
71 東京貧困女子 中村淳彦 東洋経済新報社
72 グスコーブドリの伝記 宮沢賢治 新潮社
73 あなたの人生が変わる奇跡の授業 比田井和孝 三笠書房
74 星の王子さま サン=テグジュペリ 新潮社ほか
75 誰からも大切にされる女性の話し方 野口敏 扶桑社
76 物語のおわり 湊かなえ 朝日新聞出版
77 ディズニーそうじの神様が教えてくれたこと 鎌田洋 SBクリエイティブ
78 明日の子供たち 有川浩 幻冬舎
79 翼をください 原田マハ KADOKAWA
80 手のひらの音符 藤岡陽子 新潮社
81 あと少し、もう少し 瀬尾まいこ 新潮社
82 本当の「頭のよさ」ってなんだろう？ 齋藤孝 誠文堂新光社
83 塩の街 有川浩 KADOKAWA
84 とりつくしま 東直子 筑摩書房
85 ディズニー夢をかなえる神様が教えてくれたこと 鎌田洋 SBクリエイティブ
86 繊細さんが「自分のまま」で生きる本 武田友紀 清流出版
87 自律神経を整える「あきらめる」健康法 小林弘幸 KADOKAWA
88 忘霊トランクルーム 吉野万理子 新潮社
89 わたしの美しい庭 凪良ゆう ポプラ社
90 愛を知らない 一木けい ポプラ社
91 最後の講義完全版 女の子の人生で覚えていてほしいこと 西原理恵子 主婦の友社
92 病魔という悪の物語 金森修 筑摩書房
93 サブキャラたちの日本昔話 斉藤洋 偕成社


