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ｔｈｅ　ｆｏｕｒ　ＧＡＦＡ スコット・ギャロウェイ／著 東京：東洋経済新報社 111965133

絶望読書 頭木　弘樹／著 東京：飛鳥新社 111865820

試験に出る哲学 斎藤　哲也／著 東京：ＮＨＫ出版 111970620

恐い間取り 松原　タニシ／著 東京：二見書房 111969812

みんな彗星を見ていた 星野　博美／著 東京：文藝春秋 111729463

ホモ・デウス　上 ユヴァル・ノア・ハラリ／著 東京：河出書房新社 111972758

ホモ・デウス　下 ユヴァル・ノア・ハラリ／著 東京：河出書房新社 111972766

１０代に語る平成史 後藤　謙次／著 東京：岩波書店 120395256

そこにあった江戸 上條　真埜介／編著 東京：求龍堂 111976684

姫君たちの明治維新 岩尾　光代／著 東京：文藝春秋 111975298

明治裏面史　上巻 伊藤　痴遊／著 東京：国書刊行会 111731998

明治裏面史　下巻 伊藤　痴遊／著 東京：国書刊行会 111732004

江戸東京の明治維新 横山　百合子／著 東京：岩波書店 111969234

昭和の怪物七つの謎 保阪　正康／著 東京：講談社 111969283

岩倉具視 坂本　一登／著 東京：山川出版社 111967592

ネルソン・マンデラ ロジャー・フリードマン／著 東京：西村書店 111976320

ＡＩと憲法 山本　龍彦／編著 東京：日本経済新聞出版社 111967972

紛争地の看護師 白川　優子／著 東京：小学館 111963559

良き社会のための経済学 ジャン・ティロール／著 東京：日本経済新聞出版社 111970752

女ぎらい 上野　千鶴子／著 東京：紀伊国屋書店 110812575

自衛隊防災ＢＯＯＫ マガジンハウス／編集 東京：マガジンハウス 111971917

いじめで死なせない 岸田　雪子／著 東京：新潮社 111962130

ブラック校則 荻上　チキ／編著 東京：東洋館出版社 111971172

坐の文明論 矢田部　英正／著 東京：晶文社 111969374

遊廓に泊まる 関根　虎洸／著 東京：新潮社 111967394

僕たちは、宇宙のことぜんぜんわからない ジョージ・チャム／著 東京：ダイヤモンド社 111975330

リアルサイズ古生物図鑑　古生代編 土屋　健／著 東京：技術評論社 111967386

発達障害に生まれて 松永　正訓／著 東京：中央公論新社 111968756

Ｌ．Ｍ．モンゴメリの「赤毛のアン」クックブック ケイト・マクドナルド／著 東京：原書房 111966388

ＪＡＬの奇跡 大田　嘉仁／著 東京：致知出版社 111974713

君は玉音放送を聞いたか 秋山　久／著 東京：旬報社 111968954

空をゆく巨人 川内　有緒／著 東京：集英社 111975264
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黒板アート甲子園作品集 日学株式会社／総監修 東京：日東書院本社 111971495

月岡芳年伝 菅原　真弓／著 東京：中央公論美術出版 111974747

美貌のひと 中野　京子／著 東京：ＰＨＰ研究所 111963708
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童謡百年史 井上　英二／著 東京：論創社 111973186

「演劇の街」をつくった男 本多　一夫／語り 東京：ぴあ 111971859

名人 小林　信彦／著 東京：朝日新聞社 110355070

死に山 ドニー・アイカー／著 東京：河出書房新社 111971149

好日日記 森下　典子／著 東京：パルコエンタテインメント事業部 111973871

「ふつうのおんなの子」のちから 中村　桂子／著 東京：集英社クリエイティブ 111966982

七〇歳年下の君たちへ 五木　寛之／著 東京：新潮社 111965661

本と暮らせば 出久根　達郎／著 東京：草思社 111703369

血の雫 相場　英雄／著 東京：新潮社 111972410

ことことこーこ 阿川　佐和子／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 111969960

わが心のジェニファー 浅田　次郎／著 東京：小学館 111726386

新・二都物語 芦辺　拓／著 東京：文藝春秋 111973061

レプリカたちの夜 一條　次郎／著 東京：新潮社 111734455

刀と傘 伊吹　亜門／〔著〕 東京：東京創元社 111975215

あなた 大城　立裕／著 東京：新潮社 111967899

左目に映る星 奥田　亜希子／著 東京：集英社 111670618

ある日失わずにすむもの 乙川　優三郎／著 東京：徳間書店 111966693

太陽は気を失う 乙川　優三郎／著 東京：文藝春秋 111718227

ロゴスの市 乙川　優三郎／著 東京：徳間書店 111728648

工場 小山田　浩子／著 東京：新潮社 111636973

空港時光 温　又柔／著 東京：河出書房新社 111961900

抱く女 桐野　夏生／著 東京：新潮社 111717500

青少年のための小説入門 久保寺　健彦／著 東京：集英社 111967170

流砂 黒井　千次／著 東京：講談社 111972352

マトリョーシカ・ブラッド 呉　勝浩／著 東京：徳間書店 111965083

蕪村 小嵐　九八郎／著 東京：講談社 111970034

建設現場 坂口　恭平／〔著〕 東京：みすず書房 111972105

ふたりぐらし 桜木　紫乃／著 東京：新潮社 111965687

銀河食堂の夜 さだ　まさし／著 東京：幻冬舎 111970117

鏡の背面 篠田　節子／著 東京：集英社 111965018

人喰観音 篠　たまき／著 東京：早川書房 111972055

ウラミズモ奴隷選挙 笙野　頼子／著 東京：河出書房新社 111972345
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人さらい 翔田　寛／著 東京：小学館 111969564

オブジェクタム 高山　羽根子／著 東京：朝日新聞出版 111966677

今夜はひとりぼっちかい？ 高橋　源一郎／著 東京：講談社 111967113

新・水滸後伝　上巻 田中　芳樹／著 東京：講談社 111964979

新・水滸後伝　下巻 田中　芳樹／著 東京：講談社 111964987

私が誰かわかりますか 谷川　直子／著 東京：朝日新聞出版 111966685

東京輪舞（ロンド） 月村　了衛／著 東京：小学館 111972394
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朝が来る 辻村　深月／著 東京：文藝春秋 111715843

ゴー・ホーム・クイックリー 中路　啓太／著 東京：文藝春秋 111974903

ダンデライオン 中田　永一／著 東京：小学館 111972386

斗星、北天にあり 鳴神　響一／著 東京：徳間書店 111973848

影ぞ恋しき 葉室　麟／著 東京：文藝春秋 111968632

はんぷくするもの 日上　秀之／著 東京：河出書房新社 111974358

ベルリンは晴れているか 深緑　野分／著 東京：筑摩書房 111970133

海とジイ 藤岡　陽子／著 東京：小学館 111974382

呪文 星野　智幸／著 東京：河出書房新社 111723219

ミッドナイト・ジャーナル 本城　雅人／著 東京：講談社 111737896

しき 町屋　良平／著 東京：河出書房新社 111964490

愛なき世界 三浦　しをん／著 東京：中央公論新社 111968624

３０センチの冒険 三崎　亜記／著 東京：文藝春秋 111972014

昨日がなければ明日もない 宮部　みゆき／著 東京：文藝春秋 111975199

野の春 宮本　輝／著 東京：新潮社 111973053

エリザベスの友達 村田　喜代子／著 東京：新潮社 111973038

コンビニ人間 村田　沙耶香／著 東京：文藝春秋 111750378

いつか深い穴に落ちるまで 山野辺　太郎／著 東京：河出書房新社 111974341

小説日本婦道記 山本　周五郎／著 東京：新潮社 110991254

国宝　上 吉田　修一／著 東京：朝日新聞出版 111968384

国宝　下 吉田　修一／著 東京：朝日新聞出版 111968392

方言でたのしむイソップ物語 イソップ／〔著〕 東京：平凡社 111966073

わたしたちが火の中で失くしたもの マリアーナ・エンリケス／著 東京：河出書房新社 111967287

インヴィジブル ポール・オースター／〔著〕 東京：新潮社 111970174

パワー ナオミ・オルダーマン／著 東京：河出書房新社 111972501

任務の終わり　上 スティーヴン・キング／著 東京：文藝春秋 111969721

任務の終わり　下 スティーヴン・キング／著 東京：文藝春秋 111969739

ヨーゼフ・メンゲレの逃亡 オリヴィエ・ゲーズ／著 東京：東京創元社 111972519
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パールとスターシャ アフィニティ・コナー／著 東京：東京創元社 111970182

帰れない山 パオロ・コニェッティ／著 東京：新潮社 111973095

最初の悪い男 ミランダ・ジュライ／著 東京：新潮社 111967303

リンカーンとさまよえる霊魂たち ジョージ・ソーンダーズ／著 東京：河出書房新社 111965109

変わったタイプ トム・ハンクス／著 東京：新潮社 111967295

８３　１／４歳の素晴らしき日々 ヘンドリック・フルーン／著 東京：集英社 111971388

西欧の東 ミロスラフ・ペンコフ／著 東京：白水社 111972527

カササギ殺人事件　上 アンソニー・ホロヴィッツ／著 東京：東京創元社 111972808

カササギ殺人事件　下 アンソニー・ホロヴィッツ／著 東京：東京創元社 111972816

戦時の音楽 レベッカ・マカーイ／著 東京：新潮社 111962627

元年春之祭 陸　秋槎／著 東京：早川書房 111972774
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