
№ タ　　イ　　ト　　ル 著　　者　　名 出　　版　　社 区分

1 営繕かるかや怪異譚　その３ 小野　不由美 KADOKAWA 一般

2 レジデンス 小野寺　史宜 KADOKAWA 一般

3 ロスト・スピーシーズ 下村　敦史 KADOKAWA 一般

4 此の世の果ての殺人 荒木　あかね 講談社 一般

5 月の三相 石沢　麻依 講談社 一般

6 あの子とＱ 万城目　学 新潮社 一般

7 裂けた明日 佐々木　譲 新潮社 一般

8 嘘つきジェンガ 辻村　深月 文藝春秋 一般

9 デクリネゾン 金原　ひとみ ホーム社 一般

10
乱鴉の空
（弥勒シリーズ　〔１１〕）

あさの　あつこ 光文社 一般

11 祝祭の子 逸木　裕 双葉社 一般

12 われら闇より天を見る
クリス・

ウィタカー
早川書房 一般

13
三世代探偵　〔４〕
春風にめざめて

赤川　次郎 KADOKAWA 一般

14
競争の番人　〔２〕
内偵の王子

新川　帆立 講談社 一般

15 レッドゾーン 夏川　草介 小学館 一般

16 家裁調査官・庵原かのん 乃南　アサ 新潮社 一般

17 新！店長がバカすぎて 早見　和真 角川春樹事務所 一般

18 素晴らしき国 小路　幸也 角川春樹事務所 一般

19 晴明変生 森谷　明子 角川春樹事務所 一般

20 越境刑事 中山　七里 PHP研究所 一般
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21 忘れたとは言わせない
トーヴェ・

アルステルダール
KADOKAWA 一般

22
光を灯す男たち
（ＣＲＥＳＴ　ＢＯＯＫＳ）

エマ・
ストーネクス

新潮社 一般

23
子供が王様
（海外文学セレクション）

デルフィーヌ・
ド・ヴィガン

東京創元社 一般

24
科学って何のためにあるの？
―科学の基本的な５つの分野がわか
る図鑑―

ＤＫ社 東京書籍 児童

25 カピバラがやってきた
アルフレド・
ソデルギット

岩崎書店 児童

26
たしますよ
（こどものくに傑作絵本）

たごもり のりこ 金の星社 児童

27
トット・ボトットとちいさなたてぶ
え

アーノルド・
ローベル

好学社 児童

28 ふしぎなメリーゴーラウンド
リーザ=マリー･

ブルーム
徳間書店 児童

29
魔女だったかもしれないわたし
（わたしたちの本棚）

エル･マクニコル PHP研究所 児童

30
生き抜け！（文研じゅべにーる）
―遭難の五日間―

山口　理 文研出版 児童

31
世界の魔よけ図鑑
（調べる学習百科）

三国　信一 岩崎書店 児童

32
フランクとバートのだいすきかくれ
んぼ

クリス･ネイラー･
バレステロス

化学同人 児童

33 麦畑のみはりばん テリー・ファン 化学同人 児童

34 まちのおばけずかん　ハイ！ 斉藤　洋 講談社 児童

35 ふっと･･･ 松成　真理子 BL出版 児童

36 ママってすごーい！ クリス･ホートン BL出版 児童



№ タ　　イ　　ト　　ル 著　　者　　名 出　　版　　社 区分

1 素数とバレーボール 平岡　陽明 講談社 一般

2 愚者の階梯 松井　今朝子 集英社 一般

3 掌に眠る舞台 小川　洋子 集英社 一般

4 ハヤブサ消防団 池井戸　潤 集英社 一般

5 若葉荘の暮らし 畑野　智美 小学館 一般

6 イオカステの揺藍 遠田　潤子 中央公論新社 一般

7
オリンピックを殺す日
―ＴＨＥ　ＧＡＭＥ―

堂場　瞬一 文藝春秋 一般

8
ペットショップ無惨
(池袋ウエストゲートパーク　１８)

石田　衣良 文藝春秋 一般

9 英雄 真保　裕一 朝日新聞出版 一般

10 介護者Ｄ 河崎　秋子 朝日新聞出版 一般

11 一千億のｉｆ 斉藤　詠一 祥伝社 一般

12 首取物語 西條　奈加 徳間書店 一般

13 流浪地球 劉　慈欣 KADOKAWA 一般

14 老神介護 劉　慈欣 KADOKAWA 一般

15
土の大研究
（楽しい学習シリーズ）
―５億年大地のなぞをさぐろう―

藤井　一至 PHP研究所 児童

16
こどもに聞かせる一日一話
―「母の友」特選童話集―

福音館書店
｢母の友｣編集部

福音館書店 児童
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