
№ 図　書　名 著者名 出版社

1 こんなにも面白い万葉集 山口　博 PHP研究所

2 アルツハイマー病のことがわかる本 新井　平伊 講談社

3 さいはての家 彩瀬　まる 集英社

4 イマジン？ 有川　ひろ 幻冬舎

5 雲を紡ぐ 息吹　有喜 文藝春秋

6 平蔵の母 逢坂　剛 文藝春秋

7 占 木内　昇 新潮社

8 清明 今野　敏 新潮社

9 シャーリー・ホームズとバスカヴィル家の狗 高殿　円 早川書房

10 鐘を鳴らす子供たち 古内　一絵 小峰書店

11 涼子点景1964 森谷　明子 双葉社

12 太平洋食堂 柳　広司 小学館

13 Think　Smart ロルフ　ドペリ サンマーク出版

14 70代からの「女の輝き」「男の品格」 坂東　眞理子 宝島社

15 素顔の雅子さま つげ　のり子 河出書房新社

16 高齢者のレクリエーション＆健康ゲーム　新装版 原田　律子 いかだ社

17 身のまわりのありとあらゆるものを化学式で書いてみた 山口　悟 ベレ出版

18 いちばんやさしい5Gの教本 藤岡　雅宣 インプレス

19 おかんと反抗期息子の海苔文字弁当 superbba8747 KADOKAWA

20 チョコレートのお菓子 枻出版社

21 1964東京の記憶 JTBパブリッシング

22 知の旅は終わらない 立花　隆 文藝春秋

23 おいしい給食 紙吹　みつ葉 中央公論新社

24 膠着　新装版 今野　敏 中央公論新社

25 ヤマンタカ　上 夢枕　獏 KADOKAWA

26 ヤマンタカ　下 夢枕　獏 KADOKAWA

27 京都寺町三条のホームズ　14 望月　麻衣 双葉社

28 あきない世傳金と銀　8 高田　郁 角川春樹事務所
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29 スワン 呉　勝浩 KADOKAWA

30 死んだら飛べる スティーグン　キング 竹書房

31 鳳凰の船 浮穴　みみ 双葉社

32 院内刑事 濱　嘉之 講談社

33 エンド・オブ・ライフ 佐々　涼子 集英社インターナショナル

34 デジタルで読む脳×紙の本で読む脳 メアリアン　ウルフ インターシフト

35 ドミノin上海 恩田　陸 KADOKAWA

36 まむし三代記 木下　昌輝 朝日新聞出版

37 終の盟約 楡　周平 集英社

38 坂下あたると、しじょうの宇宙 町屋　良平 集英社

39 50代、足していいもの、引いていいもの 岸本　葉子 中央公論新社

40 レクリエ　2020ー3・4月 世界文化社

41 東大勉強力 斎藤　孝 興陽館

42 コピーして使えるシニアの語彙力＆言葉遊び・漢字クイズ 黎明書房

43 毎日が最後の晩餐 玉村　豊男 天夢人

44 死ぬまで、努力 丹羽　宇一郎 NHK出版

45 日本史を変えた八人の将軍 本郷　和人 祥伝社

46 もっと、やめてみた わたなべ　ぽん 幻冬舎

47 一緒に絶望いたしましょうか 狗飼　恭子 幻冬舎

48 この街でわたしたちは 加藤　千恵 幻冬舎

49 ぷかぷか天国 小川　糸 幻冬舎

50 老いては夫を従え 柴門　ふみ 小学館

51 息吹 テッド　チャン 早川書房

52 僕のねえちゃん　続 益田　ミリ 幻冬舎

53 私にとっての介護 岩波書店編集部 岩波書店

54 いつ死んでも後悔しない！かしこい「生前贈与」 渡辺　由紀子 PHP研究所

55 まずは塩しましょう。 ワタナベ　マキ KADOKAWA

56 いちばんおいしい野菜の食べ方 飛田　和緒 オレンジページ

57 三世代探偵団　〔2〕 赤川　次郎 KADOKAWA

58 歌舞伎座の怪紳士 近藤　史恵 徳間書店



№ 図　書　名 著者名 出版社

59 コープス・ハント 下村　敦史 KADOKAWA

60 猫君 畠中　恵 集英社

61 50代からの疲れをためない小さな習慣 岸本　葉子 佼成出版社

62 友だち シーグリッド　ヌーネス 新潮社

63 時間をもっと大切にするための小さいノート活用術 高橋　拓也 玄光社

64 雇用大崩壊 堀江　貴文 小学館

65 全国天皇家ゆかりの神社・お寺めぐり 渋谷　申博 G. B.

66 歴史とは靴である 磯田　道史 講談社

67 女子の選択 橘木　俊詔 東洋経済新報社

68 新聞紙体操 林　泰史 ワニブックス

69 ジョーさんのねとめし神レシピ ジョーさん。 KADOKAWA

70 藤井弁当 藤田　恵 学研プラス

71 これで身につく山歩き誰でもわかる地図の読み方 千秋社 JTBパブリッシング

72 仮面病棟　愛蔵版 知念　実希人 実業之日本社

73 信長の革命と光秀の正義 安部　龍太郎 幻冬舎

74 青ノ果テ 伊与原　新 新潮社

75 夜の歌　上 なかにし　礼 講談社

76 夜の歌　下 なかにし　礼 講談社

77 子どもも喜ぶ10分出汁ごはん 伏木　暢顕 小学館

78 海の十字架 安部　龍太郎 文藝春秋

79 長生きしたいわけではないけれど。 曽野　綾子 ポプラ社

80 北欧女子オーサ日本を学ぶ オーサ　イェークストロム KADOKAWA

81 99％の人が気づいていないお金の正体 堀江　貴文 宝島社

82 東洋医学でカラダと心をセフルケア！ 主婦と生活社

83 サイクリングごはん 夏福 イースト・プレス

84 おかあさんライフ。 たかぎ　なおこ KADOKAWA

85 京の彩り・桜 橋本　健次 青菁社

86 少年野球スコアのつけ方 日本野球機構 日本文芸社

87 一行でわかる名著 斎藤　孝 朝日新聞出版

88 人生は苦である、でも死んではいけない 岸見　一郎 講談社
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89 そろそろ親とお金の話をしてください 安田　まゆみ ポプラ社

90 「防災」のやってはいけない ホームライフ取材班 青春出版社

91 スマホ依存から脳を守る 中山　秀紀 朝日新聞出版

92 日本人のための漢字入門 阿辻　哲次 講談社

93 暦と占い 永田　久 講談社

94 雨あがる 山本　周五郎 講談社

95 美しい日本の詩 大岡　信/編 岩波書店

96 きらいな母を看取れますか？関係がわるい母娘の最終章 寺田　和代 主婦の友社

97 エイジレスではけるウエストゴムのスカート＆パンツ ブティック社

98 今こそ持ちたい手作りエコバッグ ブティック社

99 疲れないからだになる鉄分ごはん ワタナベ　マキ 家の光協会

100 ハーブで楽しむ庭づくり 東山　佐智子 成美堂出版

101 野菜作り達人のスゴ技100 加藤　正明 NHK出版

102 綴る女 林　真理子 中央公論新社

103 茶聖 伊東　潤 幻冬舎

104 うちの父が運転をやめません 垣谷　美雨 KADOKAWA

105 たおやかに輪をえがいて 窪　美澄 中央公論新社

106 〈銀の鰊亭〉のご挨拶 小路　幸也 光文社

107 帝都地下迷宮 中山　七里 PHP研究所

108 黄犬交遊抄 ドナルド　キーン 岩波書店

109 4 Unique　Girls 山田　詠美 幻冬舎

110 ピック・スリー ランディ　ザッカーバーグ 東洋経済新報社

111 水洗トイレは古代にもあった 黒崎　直 吉川弘文館

112 本能寺前夜 光成　準治 KADOKAWA

113 日本廃村百選 浅原　昭生 秋田文化出版

114 産婦人科医宋美玄先生が娘に伝えたい性の話 宋　美玄/監修 小学館

115 少人数で盛り上がるシニアの1,2分体操＆ゲーム50 斎藤　道雄 黎明書房

116 園児と楽しむはじめてのおもしろ実験12カ月 川村　康文 風鳴舎

117 花粉症・アレルギー性鼻炎撃退BOOK 枻出版社

118 ふくしま原発作業員日誌 片山　夏子 朝日新聞出版
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119 私の好きな花刺しゅう 西須　久子 ブティック社

120 話すチカラ 斎藤　孝 ダイヤモンド社

121 恋ひとすじに 赤川　次郎 双葉社

122 親方と神様 伊集院　静 あすなろ書房

123 宝の山 水生　大海 光文社

124 空気を読む脳 中野　信子 講談社

125 装丁物語 和田　誠 中央公論新社

126 1分能活 白澤　卓二 自由国民社

127 その話、諸説あります。 日経ナショナルジオグラフィック

128 チーム　2 堂場　瞬一 実業之日本社

129 ごろごろ、神戸。 平民　金子 ぴあ株式会社


