
書名 著者名 出版社

1 日本人が忘れてしまった日本語の謎 山口謠司 日本文芸社
2 西郷どん！ 林真理子 KADOKAWA
3 ペイント イ・ヒョン イースト・プレス
4 たった一人の30年戦争 小野田寛郎 東京新聞出版局
5 ミカンの味 チョ・ナムジュ 朝日新聞出版
6 三十の反撃 ソン・ウォンピョン 祥伝社
7 小さな幸せ46こ よしもとばなな 中央公論新社
8 たべる生活 群ようこ 朝日新聞出版
9 どうしてわたしはあの子じゃないの 寺地はるな 双葉社

10 ミルクとコロナ 白岩玄・山崎ナオコーラ 河出書房新社
11 読書する人だけがたどり着ける場所 齋藤孝 SBクリエイティブ
12 SNS時代の幸福論 愛沢えみり KADOKAWA
13 バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎 光文社
14 with you 濱野京子 くもん出版
15 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ 新潮社
16 楽園ジューシー 坂木司 KADOKAWA
17 おちくぼ姫 田辺聖子 KADOKAWA
18 六人の嘘つきな大学生 浅倉秋成 KADOKAWA
19 とにもかくにもごはん 小野寺文宜 講談社
20 私のなかの彼女 角田光代 新潮社
21 13歳から分かる！7つの習慣 「7つの習慣」編集部 日本図書センター
22 日本語の歴史 山口仲美 岩波書店
23 対話をデザインする 細川英雄 筑摩書房
24 ジブリアニメで哲学する 小川仁志 PHP研究所
25 アニメに息づく日本古典 山田利博 新典社
26 看護師という生き方 宮子あずさ 筑摩書房
27 かもめ食堂 群ようこ 幻冬舎
28 深夜特急 沢木耕太郎 新潮社
29 三四郎 夏目漱石 新潮社
30 バナナの魅力を100文字で伝えてください 垣内尚文 かんき出版
31 行きたい大学に行くための勉強方法がわかる　高校一冊目の参考書 船登惟希 KADOKAWA
32 あやうく一生懸命生きるところだった ハ・ワン ダイヤモンド社
33 六番目の小夜子 恩田陸 新潮社
34 大人の道徳 齋藤孝 扶桑社

35 アンドロイドは人間になれるか 石黒浩 文藝春秋
36 「コミュ障」の社会学 貴戸理恵 青土社
37 スターティング・オーヴァー 三秋縋 KADOKAWA
38 迷路の外には何がある？ スペンサー・ジョンソン 扶桑社
39 あなたの話しはなぜ「通じない」のか 山田ズーニー 筑摩書房
40 アイ・ロボット アイザック・アシモフ KADOKAWA
41 プチ革命　言葉の森を育てよう ドリアン助川 岩波書店
42 ドキュメント宇宙飛行士選抜試験 大鐘良一・小原健右 光文社
43 目の見えない人は世界をどう見ているのか 伊藤亜紗 光文社
44 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ 新潮社
45 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー　２ ブレイディみかこ 新潮社
46 今夜は眠れない 宮部みゆき KADOKAWA
47 AI vs. 教科書が読めない子どもたち 新井紀子 東洋経済新報社
48 バカの壁 養老孟司 新潮社
49 「ドラえもん」に学ぶダメな人の伸ばし方 小林奨 彩図社
50 砂糖の世界史 川北稔 岩波書店
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51 独立記念日 原田マハ PHP研究所
52 友情 武者小路実篤 新潮社
53 謎解きの英文法　時の表現 久野暲・高見健一 くろしお出版
54 三千円の使いかた 原田ひ香 中央公論新社
55 「日本」ってどんな国？ 本田由紀 筑摩書房
56 「やりがいのある仕事」という幻想 森博嗣 朝日新聞出版
57 カウンターの向こうの8月6日 冨恵洋次郎 光文社
58 沖縄戦を生きぬいた人びと 吉川麻衣子 創元社
59 翡翠色の海へうたう 深沢潮 KADOKAWA
60 綾瀬はるか「戦争」を聞く TBSテレビ「NEWS２３」取材班 岩波書店
61 死体を科学する 上野正彦 アスキー・メディアワークス

62 言葉の花束 サヘル・ローズ 講談社
63 あめつちのうた 朝倉宏景 講談社
64 熱帯 森見登美彦 文藝春秋
65 問う方法・考える方法 河野哲也 筑摩書房
66 チーズはどこへ消えた？ スペンサー・ジョンソン 扶桑社
67 私の嫌いな10の人びと 中島義道 新潮社
68 ゲーム理論入門の入門 鎌田雄一郎 岩波書店
69 学びの本質を解きほぐす 池田賢市 新泉社
70 大量廃棄社会 仲村和代・藤田さつき 光文社
71 六人の嘘つきな大学生 浅倉秋成 KADOKAWA
72 最強脳「スマホ脳」ハンセン先生の特別授業 アンデシュ・ハンセン 新潮社
73 埋もれない声優になる！ 長崎行男 星海社
74 オシムの言葉 木村元彦 集英社
75 シャーロック・ホームズの冒険 コナン・ドイル 新潮社
76 月と六ペンス サマセット・モーム 新潮社　ほか
77 忘却のレーテ 法条遥 新潮社
78 Good Luck アレックス・ロビラ ポプラ社
79 驚異のエピジェネティクス  中尾光善 羊土社
80 ムーミン谷の彗星 トーベ・ヤンソン 講談社
81 いつか別れる。でもそれは今日ではない F KADOKAWA
82 ハジメテヒラク こまつあやこ 講談社
83 生きるぼくら 原田マハ 徳間書店
84 針と糸 小川糸 毎日新聞社
85 プラスチック・フリー生活 シャンタル・プラモンドン NHK出版
86 13歳からの環境問題 志葉玲 かもがわ出版
87 あるものでまかなう生活 井出留美 日本経済新聞出版
88 フィンランドの公共図書館 吉田右子　ほか 新評論
89 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ 新潮社
90 来て！助産婦さん ジェニファー・ワース クオリティケア
91 面倒だから、しよう 渡辺和子 幻冬舎
92 整える習慣 小林弘幸 日本経済新聞出版
93 置かれた場所で咲きなさい 渡辺和子 幻冬舎
94 ゴースト 中園ミホ 集英社
95 社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わった 香取貴信 PHP研究所
96 店長がバカすぎて 早見和真 角川春樹事務所
97 和菓子のアン 坂木司 光文社
98 アンと青春 坂木司 光文社
99 花屋さんの言うことには 山本幸久 ポプラ社

100 さばの缶づめ、宇宙へいく 小坂康之・林公代 イースト・プレス
101 この場所であなたの名前を呼んだ 加藤千恵 講談社
102 ただいま神様当番 青山美智子 宝島社


