
商品名 著者 出版社

1 貴婦人Ａの蘇生 小川　洋子 朝日新聞社出版局

2 愛しいひとにさよならを言う 石井 睦美 中央公論新社

3 夢と気づくには遅すぎた。 堀 真潮 キノブックス

4 上機嫌な自分でいるコツ 和田 秀樹 新講社

5 つかず離れずいい関係 和田 秀樹 新講社

6 奴隷の哲学者エピクテトス人生の授業 荻野 弘之 ダイヤモンド社

7 きょうの日は、さようなら 石田 香織 河出書房新社

8 運転者 未来を変える過去からの使者 喜多川 泰 （著） ディスカヴァー・トゥエンテ

9 軍事強国チートマニュアル 山北 篤 新紀元社

10 展望塔のラプンツェル 宇佐美 まこと 光文社

11 どこまでも生きぬいて 水谷　修 ＰＨＰ研究所

12 生きることと自己肯定感 高垣　忠一郎 新日本出版社

13 フツーの子の思春期 岩宮　恵子 岩波書店

14 「ふつうの子」なんて、どこにもいない 木村 泰子 家の光協会

15 やる気があふれて、止まらない。 早川 勝 きずな出版

16 ほめ下手だから上手くいく 西村 貴好 ユサブル

17 どうしても生きてる 朝井 リョウ 幻冬舎

18 麦本三歩の好きなもの 住野 よる 幻冬舎

19 この世界で君に逢いたい 藤岡 陽子 光文社

20 みちづれはいても、ひとり 寺地 はるな 光文社

21 いつかの岸辺に跳ねていく 加納 朋子 幻冬舎

22 きみはだれかのどうでもいい人 伊藤 朱里 小学館

23 迷いながら生きていく 五木 寛之 ＰＨＰ研究所

24 報われない人間は永遠に報われない 李　龍徳 河出書房新社

25 現代知識チートマニュアル 山北 篤 新紀元社

26 夜はおしまい 島本 理生 講談社

27 ツナグ想い人の心得 辻村 深月 新潮社

28 図解眠れなくなるほど面白い社会心理学 日本文芸社

29 教育にできないこと，できること 基礎・実践・探究 第４版 菱刈 晃夫 （著） 成文堂

30 図説北欧神話大全 トム・バーケット 原書房

31 変愛小説集 岸本　佐知子 講談社

32 下妻物語 嶽本　野ばら 小学館

33 このあたりの人たち 川上 弘美 文藝春秋

34 Ｍの女 浦賀 和宏 幻冬舎

35 ぬるい毒 本谷　有希子 新潮社

36 スペードの３ 朝井リョウ 講談社

37 盲目的な恋と友情 辻村　深月 新潮社

38 負け逃げ こざわ たまこ 新潮社

39 少年の名はジルベール 竹宮 惠子 小学館

40 号泣する準備はできていた 江國　香織 新潮社

41 すいかの匂い 江國　香織 新潮社

42 かきバターを神田で 平松 洋子 文藝春秋

43 「繊細さん」の本 武田 友紀 飛鳥新社



44 ハムスターがおしえるハムの本音 朝日新聞出版 朝日新聞出版

45 生命式 村田 沙耶香 河出書房新社

46 アル中病棟 吾妻　ひでお イースト・プレス

47 グランドシャトー 高殿 円 文藝春秋

48 失踪日記 吾妻　ひでお イースト・プレス

49 漫画家入門 浅野 いにお 筑摩書房

50 あたいと他の愛 もちぎ 文藝春秋

51 漫画みたいな恋ください 鳥飼 茜 筑摩書房

52 セーラームーン世代の社会論 稲田　豊史 すばる舎リンケージ

53 ９月１日母からのバトン 樹木 希林 ポプラ社

54 私でもスパイスカレー作れました！ 印度カリー子 サンクチュアリ・パブリッシ

55 現実逃避してたらボロボロになった話 永田 カビ イースト・プレス

56 ミライの授業 瀧本　哲史 講談社

57 ケーキの切れない非行少年たち 宮口 幸治 新潮社

58 音律と音階の科学 新装版 小方 厚 講談社

59 自衛隊防災ＢＯＯＫ ２ マガジンハウス

60 本当のたばこの話をしよう 片野田 耕太 日本評論社

61 あのとき、大川小学校で何が起きたのか 池上　正樹 青志社

62 マンガでわかるココロの不調回復食べてうつぬけ 奥平 智之 主婦の友社

63 人体、なんでそうなった？ ネイサン・レンツ 化学同人

64 まんがでわかる「学力」の経済学 中室 牧子 （著） ディスカヴァー・トゥエンテ

65 教師のための「教える技術」 向後　千春 明治図書出版

66 最高の教師がマンガで教える目標達成のルール 原田 隆史 日経ＢＰ社

67 マンガでよくわかる教える技術 石田　淳 かんき出版

68 マンガでよくわかる教える技術　２　チームリーダー編 石田　淳 かんき出版

69 嫌われずに人を動かすすごい叱り方 田辺 晃 光文社

70 「気にならない子」を気にとめる、見落とさない指導法！ 城ヶ崎 滋雄 学陽書房

71 イノベーションの攻略書 テンダイ・ヴィキ 翔泳社

72 発達障害僕にはイラつく理由がある！ かなしろ にゃんこ。講談社

73 子を、親を、児童虐待から救う 鈴木 秀洋 公職研

74 膠原病・リウマチがわかる本　最新版 宮坂　信之 法研

75 「心の病気」がきちんとわかる本 西東社

76 思考法図鑑 アンド 翔泳社

77 「賛否両論」笠原将弘のきほんの和食　決定版 笠原　将弘 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

78 愛されなかった時どう生きるか 新装版 加藤 諦三 ＰＨＰ研究所


