
№ 著者名

1 佐々　涼子

2 メアリアン・ウルフ

3 五十嵐　佳子

4 恩田　陸

5 高瀬　隼子

6 楡　周平

7 町屋　良平

8 Ｔｏｍｙ

9 レベッカ・ソルニット

10 佐々木　成三

11 田崎　篤

12 廣嶋　玲子

13 真下　みこと

14 富永　朋信

15 早川　ユミ

16

17 今泉　久美

18 須磨　恭彦

19 ペンブックス編集部

20 中本　裕二

21 古矢永　塔子

22 竹宮　ゆゆこ

23 ワタナベ　マキ

24 木村　幸子

25 井上　明美

26 朝倉　宏景

27 伊東　潤

28 垣谷　美雨

図　書　名 出版社

エンド・オブ・ライフ 集英社インターナショナル

朝日新聞出版金子と裕而

デジタルで読む脳×紙の本で読む脳 インターシフト

ドミノin上海 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

犬のかたちをしているもの 集英社

精神科医Tomyが教える１秒で不安が吹き飛ぶ言葉 ダイヤモンド社

それを、真の名で呼ぶならば

ソフトテニスどんぐり北広島・中本裕二の「オールラウンド力」と「戦術＆駆け引き」指南 ベースボールマガジン社

七度笑えば、恋の味 小学館

いいからしばらく黙ってろ！ ＫＡＯＤＫＡＷＡ

疲れないからだになる鉄分ごはん 家の光協会

発酵あんこのおやつ ＷＡＶＥ出版

終の盟約 集英社

坂下あたると、しじょうの宇宙 集英社

岩波書店

かんたん犬ごはん 女子栄養大学出版部

１冊まるごと、松之丞改め六代目神田伯山 ＣＣＣメディアハウス

大飯図書館新着図書　【一般書】

あなたのスマホがとにかく危ない 祥伝社

子どもの健全な成長のためのスポーツのすすめ 岩崎書店

赤の王 東京創元社

＃柚莉愛とかくれんぼ 講談社

「幸せ」をつかむ戦略 日経ＢＰ

早川ユミのちくちく服つくり ＫＴＣ中央出版

金沢で食べたい100のもの ＪＴＢパブリッシング

忙しくて余裕のない日は、豆腐にしよう。 山と溪谷社

ヤマハミュージックエンタテイメント

空洞電車 双葉社

茶聖-Sen no Rikyu- 幻冬舎

うちの父が運転をやめません ＫＡＤＯＫＡＷＡ

超★簡単楽器づくり



№ 著者名図　書　名 出版社

29 粕谷　知世

30 城戸　喜由

23 小路　幸也

24 中山　七里

25 冨士本　由紀

26 深木　章子

27 山田　詠美

28 ブライアン・カーニハン

29 立山　秀利

30 ナショナルジオグラフィック

31 黒崎　直

32 平凡社

33 平凡社

34

35 後藤　由紀子

36 落合　浩太郎

37 藤森　照信

38 池田　一弥

39 浜崎　憲孝

40 ヴァレリオ・ヴィダリ

41 ケビン・ホール

42 齋藤　孝

43 伊集院　静

44 霧島　兵庫

45 水生　大海

46 ロジェ・フリゾン

47 尾形　圭子

48 荒木　秀文

49 Yukari Iwashita

50 中村　瑠水子

仕事の取り扱い説明書 白夜書房

みずひき 日貿出版社

はじめてのオートクチュール刺繡 日本文芸社

小さき者たち 早川書房

暗黒残酷監獄 光文社

結ばれたロープ みすず書房

<銀の鰊亭>の御挨拶 光文社

帝都地下迷宮 ＰＨＰ研究所

愛するいのち、いらないいのち 光文社

欺瞞の殺意 原書房

4 Unique Girls 幻冬舎

教養としてのコンピューターサイエンス講義 日経ＢＰ

図解！Pythonのツボとコツがゼッタイにわかる本”超”入門編 秀和システム

その話、諸説あります。 日経ナショナルジオグラフィック

水洗トイレは古代にもあった 吉川弘文館

プレミアムアトラス世界地図帳 平凡社

プレミアムアトラス日本地図帳 平凡社

ドバイ　2020 ＪＴＢパブリッシング

気持ちを伝える贈りもの-「おめでとう」「ありがとう」「お世話になっています」- 大和書房

近現代スパイの作法 Ｇ.Ｂ

藤森照信（のこす言葉） 平凡社

もっと世界一やさしいメルカリ転売の教科書１年生 ソーテック社

はまじとさくらももこと三年四組 青志社

100年の旅 かんき出版

レゴレシピ-いろんなペット- 玄光社

話すチカラ ダイヤモンド社

親方と神様 あすなろ書房

フラウの戦争論 新潮社

宝の山 光文社

電話応対＆敬語・話し方のビジネスマナー 西東社



№ 著者名図　書　名 出版社

51 寺村　輝夫

52

53

54 松浦　法子

55

56 fuji-galley

57 島津　冬樹

58 マンガでわかる能・狂言編集部

59 山田　雄司

60 乾　緑郎

61 北川　樹

62 門前　典之

63 曽野　綾子

64 ケラリーノ・サンドロヴィッチ

65 大澤　正彦

66 ヒュー・ロフティング

67 ヒュー・ロフティング

68 ＭdN編集部

69 ジャック・ロンドン

70 ブライアン・スティ-ヴンソン

71 ナガタ　ユイ

72 村山　早紀

73 ちぃ

74 野村　克也

75 矢巻　美穂

76 向井　蘭

77 大岡　信

78 濱　嘉之

79 長谷川　克

80 安壇　美緒

こまったさんのレシピブック あかね書房

果実とパンの組み立て方 誠文堂新光社

ホームドアから離れてください 幻冬舎

エンデンジャード・トリック 南雲堂

ドリトル先生航海記 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

世界のかわいい散歩道 エムディエヌコーポレーション

病気も人生 興陽館

マンガでわかる能・狂言 誠文堂新光社

忍者学講義 中央公論新社

ねなしぐさ 宝島社

かなりや荘浪漫　（1） ＰＨＰ研究所

グッドバイ 白水社

犬物語 スイッチ・パブリッシング

最強ずぼら女子が成功した唯一のダイエット KADOKAWA

黒い司法 亜紀書房

PHP研究所

集英社

管理職のためのハラスメント予防＆対応ブック ダイヤモンド社

美しい日本の詩 岩波書店

はじめて旅するウラジオストク 辰巳出版

院内刑事（デカ）フェイク・レセプト 講談社

ツバメのひみつ 緑書房

金木犀とメテオラ

リーダーとして覚えておいてほしいこと

ドラえもんを本気でつくる ＰＨＰ研究所

ドリトル先生アフリカへ行く ＫＡＤＯＫＡＷＡ

コストゼロでも効果が出る！ＬＩＮＥ公式アカウント集客・販促ガイド 翔泳社

レモンサワーの教科書 枻出版社

ワンちゃんネコちゃんペットと泊まる宿’20～’21 実業之日本社

島津冬樹の段ボール財布の作り方 ブティック社

るるぶウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートinフロリダ ＪＴＢパブリッシング

ねんどで作るナチュラルシックなブローチ186 誠文堂新光社



№ 著者名図　書　名 出版社

81 上畠　菜緒

82 江國　香織

83 梶　よう子

84 門井　慶喜

85 黒川　創

86 佐藤　雫

87 瀬名　秀明

88 湊　ナオ

89 村田　沙耶香

90 角田　光代

91 齋藤　孝

92

93 石黒　浩

94 西原　理恵子

95 白川　密成

96 李　怡

97 上西　充子

98 オーブリー・シャーマン

99 バッカラリオ

100 犬塚　理人

101 古関　正裕

102 紗倉　まな

103 長月　天音

104 永良　サチ

105 白田

106 河邉　徹

107 朝井　リョウ

108 一色　さゆり

109 斉藤　洋

110 重松　清

晴れの日散歩 オレンジページ

知的生産力 ＣＣＣメディアハウス

東京、はじまる 文藝春秋

丸の内魔法少女ミラクリーナ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

暗い林を抜けて 新潮社

ポロック生命体 新潮社

東京普請日和 日本経済新聞出版社

言の葉は、残りて 集英社

しゃもぬまの島 集英社

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

去年の雪 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

三年長屋

全国大人になっても行きたいわたしの絵本めぐり Ｇ．Ｂ．

最後の講義完全版－１０００年後のロボットと人間- 主婦の友社

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- 主婦の友社

坊さん、ぼーっとする。 ミシマ社

香港はなぜ戦っているのか 草思社

国会をみよう 集英社クリエイティブ

ヴァンパイアの教科書 原書房

世界魔法道具の大図鑑 西村書店

眠りの神 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

君はるか 集英社インターナショナル

春、死なん 講談社

ほどなく、お別れです 小学館

雪明りの街で、きみに永遠の恋をした。 スターツ出版

府中三億円事件を計画・実行したのは私です。 ポプラ社

流星コーリング ＫＡＤＯＫＡＷＡ

発注いただきました！ 集英社

ピカソになれない私たち 幻冬舎

生きつづけるｷｷ 講談社

ひこばえ　上 朝日新聞出版



№ 著者名図　書　名 出版社

111 重松　清

112 山口　恵以子

113 小川　糸

114 小川　真利枝

115 朝日新聞論説委員室

116 広井　良典

117 宇野　彰

118 松原　始

119 おがた　ちえ

120 今井　健太郎

121 旧家再生研究所

122

123 コラボハウス一級建築士事務所

124 八田　靖史

125 牛尾　理恵

126 金　成妍

127 井上　荒野

128 知念　実希人

129 中山　七里

130 樋口　有介

131 藤野　可織

132 山下　澄人

133 大下　一真

134 原　マサヒコ

135 平藤　喜久子

136 金田　茉莉

137 デイビッド・ウォレス・ウェルズ

138 平井　かずみ

139 壇　乃歩也

140 せきしろ

ひこばえ　下 朝日新聞出版

いつでも母と 小学館

旅ごはん 白泉社

パンと牢獄 集英社クリエイティブ

天声人語2019年7月-12月 朝日新聞出版

ＡＩ×地方創生 東洋経済新報社

「うちの子は字が書けないかも」と思ったら ポプラ社

じつは食べられるいきもの事典 宝島社

繊細すぎて生きづらい ぶんか社

銭湯空間 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

「再生」が拓く新しい物語 建築資料研究所

揚げ物マニア 枻出版社

間取りのお手本 エクスナレッジ

韓国かあさんの味とレシピ 誠文堂新光社

冷凍できるお弁当ミールプレップ 朝日新聞出版

巌谷小波おとぎの世界 求龍堂

よその島 中央公論新社

十字架のカルテ 小学館

夜がどれほど暗くても 角川春樹事務所

礼儀正しい空き巣の死 祥伝社

ピエタとトランジ 講談社

小鳥、来る 中央公論新社

惚れるマナー 中央公論新社

入社1年目の心得 総合法令出版

世界の神様解剖図鑑 エクスナレッジ

かくされてきた戦争孤児 講談社

地球に住めなくなる日 NHK出版

あなたの暮らしに似合う花 扶桑社

北斎になりすました女 講談社

蕎麦湯が来ない マガジンハウス



№ 著者名図　書　名 出版社

141 岩井　圭也

142 赤松　利市

143 大塚　千久

144 冬村　蜜柑

145 窪島　誠一郎

146 上野　千鶴子

147 蛭田　亜紗子

148 内田　百聞

149 桑原　奈津子

150 小暮　夕紀子

151 綿矢　りさ

152 丸山　正樹

文身 祥伝社

アウターライズ 中央公論新社

総理の決断 エネルギーフォーラム

彼女が魔女に着替える時 KADOKAWA

「無言館」の庭から かもがわ出版

上野先生、フェミニズムについてゼロから教えてください！ 大和書房

デフ・ヴォイス 文藝春秋

凛 講談社

小川洋子と読む内田百聞アンソロジー 筑摩書房

作ってあげたい子どものおやつ KADOKAWA

タイガー理髪店心中 朝日新聞出版

ひらいて 新潮社


