
書名 著者名 出版社

1 博士の愛した数式 小川洋子 新潮社
2 異邦人 カミュ 新潮社
3 コーヒーで読み解くSDGs 川島良彰ほか ポプラ社
4 友だち幻想 菅野仁 筑摩書房
5 アーモンド ソン・ウォンピョン 祥伝社
6 ８２年生まれ、キム・ジヨン チョ・ナムジュ 筑摩書房
7 天気が良ければ訪ねて行きます イ・ドウ アーチブメント出版

8 BTSを読む キム・ヨンデ 柏書房
9 K-POPはなぜ世界を熱くするのか 田中絵里菜 朝日出版社
10 推し、燃ゆ 宇佐見りん 河出書房新社
11 女の子はどう生きるか 上野千鶴子 岩波書店
12 文鳥・夢十夜 夏目漱石 新潮社
13 君が夏を走らせる 瀬尾まいこ 新潮社
14 読みの整理学 外山滋比古 筑摩書房
15 思考の整理学 外山滋比古 筑摩書房
16 臨床の砦 夏川草介 小学館
17 西洋菓子店プティ・フール 千早茜 文藝春秋
18 ハリネズミは月を見上げる あさのあつこ 新潮社
19 どうしても頑張れない人たち 宮口幸治 新潮社
20 家族のトリセツ 黒川伊保子 NHK出版
21 海蝶 吉川英梨 講談社
22 春や春 森谷明子 光文社
23 花野に眠る 森谷明子 東京創元社
24 考えるマナー 中央公論新社編 中央公論新社
25 露出する女子、覗き見る女子 三浦展 筑摩書房
26 やわらかなレタス 江國香織 文藝春秋
27 世界でいちばん素敵な大和言葉の教室 吉田裕子　監修 三才ブックス
28 スマホ脳 アンデシュ・ハンセン 新潮社
29 その情報はどこから？ 猪谷千香 筑摩書房
30 受験生すぐにできる５０のこと 中谷彰宏 PHP研究所
31 さぶ 山本周五郎 新潮社
32 世界一わかりやすい英語の勉強法 関正生 KADOKAWA
33 夢を叶えるための勉強法 鈴木光 KADOKAWA
34 必読！必勝！受験のための「孫子の兵法」 齋藤孝 PHP研究所
35 灘校と西大和学園で教え子500人以上を東大合格させたキムタツの「東大に入る子」が実践する勉強の真実 木村達哉 KADOKAWA
36 ディック・ブルーナ　ミッフィーと歩いた60年 森本俊司 文藝春秋
37 夏の庭 湯本香樹実 新潮社
38 JR上野駅公園口 柳美里 河出書房新社
39 虐殺のスイッチ 森達也 出版芸術社
40 クリスマス・キャロル ディケンズ KADOKAWA
41 最後の言葉 川嶋あい ダブルウィング
42 肉体のジェンダーを笑うな 山崎ナオコーラ 集英社
43 白銀の墟　玄の月 小野不由美 新潮社
44 かすがい食堂 伽古屋圭市 小学館
45 あなたのゼイ肉、落とします 垣谷美雨 双葉社
46 「やさしさ」過剰社会 榎本博明 PHP研究所
47 めんそーれ！化学 盛口満 岩波書店
48 国境なき助産師が行く 小島毬奈 筑摩書房
49 名画で読み解くロマノフ家の１２の物語 中野京子 光文社
50 包帯クラブ 天童荒太 筑摩書房
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51 ある晴れた夏の朝 小手鞠るい 偕成社
52 新・天文学入門 嶺重慎・鈴木文二編著 岩波書店
53 時が止まった部屋 小島美羽 原書房
54 伝えるための教科書 川井龍介 岩波書店
55 四畳半タイムマシンブルース 森見登美彦 KADOKAWA
56 読書嫌いのための図書室案内 青谷真未 早川書房
57 推し、燃ゆ 宇佐見りん 河出書房新社
58 人生は苦である、でも死んではいけない 岸見一郎 講談社
59 教師と学校の失敗学 妹尾昌俊 PHP研究所
60 「のび太」という生き方 横山泰行 アスコム
61 最後の秘境　東京藝大 二宮敦人 新潮社
62 紙つなげ！彼らが本の紙を造っている 佐々涼子 早川書房
63 ダンス部ノート 石原久佳 ベストセラーズ
64 スマホ脳 アンデシュ・ハンセン 新潮社
65 人生で大事なことはみんなゴリラから教わった 山極寿一 家の光協会
66 １６歳からの相対性理論 佐宮圭 筑摩書房
67 発現 阿部智里 NHK出版
68 中村俊輔式サッカー観戦術 中村俊輔 ワニブックス
69 若いカワイイからの卒業 遠藤舞 リットーミュージック

70 反オカルト論 高橋昌一郎 光文社
71 大奥づとめ 永井紗耶子 新潮社
72 心と体の免疫力を高める最強習慣 小林弘幸 プレジデント社
73 「一緒に働きたい」と思われる心くばりの魔法 櫻井恵里子 サンクチュアリ出版

74 シンデレラ・ティース 坂木司 光文社
75 アジアごはん紀行 向山昌子 晶文社
76 i 西加奈子 ポプラ社
77 舞台 西加奈子 講談社
78 うつくしい人 西加奈子 幻冬舎
79 ウインクで乾杯 東野圭吾 祥伝社
80 アンマーとぼくら 有川浩 講談社
81 よろこびの歌 宮下奈都 実業之日本社
82 本ができるまで 岩波書店編集部　編 岩波書店
83 戸村飯店　青春１００連発 瀬尾まいこ 文藝春秋
84 君が夏を走らせる 瀬尾まいこ 新潮社
85 アリクイのいんぼう　家守とミルクセーキと三文じゃない判 鳩見すた KADOKAWA
86 そのバケツでは水がくめない 飛鳥井千砂 祥伝社
87 完パケ！ 額賀澪 講談社
88 ぼくもだよ。 平岡陽明 角川春樹事務所
89 10代から考える生き方選び 竹信三恵子 岩波書店
90 可愛い戦争から離脱します 整形アイドル轟ちゃん 幻冬舎


