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書           名 著者名 出版社名

円 劉慈欣 早川書房

同志少女よ、敵を撃て　（2022本屋大賞受賞） 逢坂冬馬 早川書房

私は高齢介護請負人 富田さよ子 岩波書房

「赤十字」とは何か 小池政行 藤原書店

困難な成熟 内田樹 夜間飛行

身につく世界の教養365　人物編 デイビッド・S・キダー 文嚮社

トヨタの会議は30分 山本大平 すばる舎

父が娘に語る経済の話 ヤニス・バルファキス ダイヤモンド社

「全世界史」講義 出口治明 新潮社

「全世界史」　Ⅱ 出口治明 新潮社

紺碧の果てを見よ 須賀しのぶ 文藝春秋

2021年の論点100 朝日新聞出版 朝日新聞出版

ヒア・カムズ・ザ・サン 有川浩 新潮社

夏期限定　トロピカルパフェ 米澤穂信 創元推理文庫

秋期限定　栗きんとん事件　上 米澤穂信 創元推理文庫

秋期限定　栗きんとん事件　下 米澤穂信 創元推理文庫

いつか、眠りにつく日 いぬじゅん スターツ出版文庫

奈良まちはじまり朝ごはん いぬじゅん スターツ出版文庫

北鎌倉の嘉風堂 千早糊 宝島社

孤高のメス　外科医当麻鉄彦　第1巻 大鐘稔彦 幻冬舎文庫

孤高のメス　外科医当麻鉄彦　第2巻 大鐘稔彦 幻冬舎文庫

孤高のメス　外科医当麻鉄彦　第3巻 大鐘稔彦 幻冬舎文庫

孤高のメス　外科医当麻鉄彦　第4巻 大鐘稔彦 幻冬舎文庫

孤高のメス　外科医当麻鉄彦　第5巻 大鐘稔彦 幻冬舎文庫

孤高のメス　神の手にはあらず　第1巻 大鐘稔彦 幻冬舎文庫
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書           名 著者名 出版社名

孤高のメス　神の手にはあらず　第2巻 大鐘稔彦 幻冬舎文庫

孤高のメス　神の手にはあらず　第3巻 大鐘稔彦 幻冬舎文庫

孤高のメス　神の手にはあらず　第4巻 大鐘稔彦 幻冬舎文庫

逆説の日本史　1 井沢元彦 小学館文庫

逆説の日本史　3 井沢元彦 小学館文庫

逆説の日本史　4 井沢元彦 小学館文庫

逆説の日本史　5 井沢元彦 小学館文庫

逆説の日本史　6 井沢元彦 小学館文庫

逆説の日本史　7 井沢元彦 小学館文庫

逆説の日本史　8 井沢元彦 小学館文庫

逆説の日本史　9 井沢元彦 小学館文庫

逆説の日本史　10 井沢元彦 小学館文庫

逆説の日本史　11 井沢元彦 小学館文庫

逆説の日本史　13 井沢元彦 小学館文庫

逆説のニッポン歴史観 井沢元彦 小学館文庫

5分で読める！怖いはなし 「このミステリーがすごい」編集部 小学館文庫

「いじめ」をめぐる物語 江國香織 朝日文庫

悪魔が来りて笛を吹く 横溝正史 角川文庫

奇跡の教室 伊藤氏貴 小学館文庫

時の罠 辻村深月 文藝春秋

塞王の楯 今村翔吾 集英社

ブラックボックス 砂川文次 講談社

硝子の塔の殺人 知念実希人 実業之日本社

残照の頂　続・山女日記 湊かなえ 幻冬舎文庫

夜の国のクーパー 伊坂幸太郎 東京創元社

少女不十分 西尾維新 講談社

悲痛伝 西尾維新 講談社

悲惨伝 西尾維新 講談社

悲報伝 西尾維新 講談社



書           名 著者名 出版社名

悲業伝 西尾維新 講談社

悲録伝 西尾維新 講談社

人類最強の初恋 西尾維新 講談社

黄砂の籠城　上 松岡圭祐 講談社文庫

黄砂の籠城　下 松岡圭祐 講談社文庫

ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊かなえ 光文社文庫

時間じかけのオレンジ アントニイ・バージェス 早川書房

僕が愛したすべての君へ 乙野四方字 ハヤカワ文庫

君を愛したひとりの僕へ 乙野四方字 ハヤカワ文庫

正解するマド 乙野四方字 ハヤカワ文庫

笑うハーレキン 道尾秀介 中公文庫

自殺プロデュース 山田悠介 幻冬舎文庫

ポップコーン・ラバーズ 野村行央 集英社オレンジ文庫

氷菓 米澤穂信 角川文庫

犬はどこだ 米澤穂信 創元推理文庫

ボトルネック 米澤穂信 新潮社

生首に聞いてみろ 法月倫太郎 角川文庫

桜の下でまっている 彩瀬まる 実業之日本社文庫

二十歳の原点 高野悦子 新潮社

風の男　白洲次郎 青柳恵介 新潮文庫

そして父になる 是枝裕和 宝島社文庫

アナと雪の女王 サラ・ネイサン 竹書房文庫

聖と俗と フェイ・ケラーマン 創元推理文庫

堕ちた預言者 フェイ・ケラーマン 創元推理文庫

K-19 ルイス・ノウラ ヴィレッジブックス

コーヒーが冷めないうちに 川口俊和 サンマーク出版

学校へ行けなかった私が「あの花」「ここさ
け」を書くまで

岡田磨里 文藝春秋

プラネタリウムを作りました。 大平貴之 エクスナレッジ

コリアン　世界の旅 野村進 講談社
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FBI心理分析官 ロバート・K・レスラー 早川書房

快楽殺人の心理 ロバート・K・レスラー 講談社

母という病 岡田尊司 ポプラ社

幻想古書店で珈琲を 蒼月海里 ハルキ文庫

幻想古書店で珈琲を　蒼薔薇の庭園へ 蒼月海里 ハルキ文庫

幻想古書店で珈琲を　賢者たちの秘密 蒼月海里 ハルキ文庫

ニッポン貧困最前線 久田恵 文春文庫

背の眼　上 道尾秀介 幻冬舎文庫

背の眼　下 道尾秀介 幻冬舎文庫

カササギたちの四季 道尾秀介 光文社文庫

片眼の猿 道尾秀介 新潮社

猫河原家の人びと 青柳碧人 新潮文庫

浜村渚の計算ノート　6さつめ 青柳碧人 講談社文庫

ブラック 山田悠介 文芸社文庫


