
冊数分類タイトル 筆者・編者 出版者

1 0 高校図書館デイズ 成田 康子 筑摩書房

2 1 漫画 君たちはどう生きるか 吉野源三郎 マガジンハウス

3 1 しあわせを生む小さな種 今日のベリーグッド 松浦 弥太郎 PHP研究所

4 1 ニッポンのおみくじ 日本全国232種のおみくじを引く 鏑木 麻矢 グラフィック社 

5 2 本当は怖い日本史: 勝敗と、策略と、欲望と、裏切りと 堀江 宏樹 三笠書房

6 2 宗教ってなんだろう?  島薗 進 平凡社

7 2 いまの日本の基礎を作った! 知られざる江戸時代中期 200年の秘密 島崎 晋 実業之日本社

8 2 ほんとはものすごい幕末幕府 消し去られた江戸幕末史と明治維新  野口 武彦  実業之日本社

9 3 小論文これだけ!模範解答 超基礎編  樋口 裕一 東洋経済新報社 

10 3 小論文これだけ!今さら聞けないウルトラ超基礎編 東洋経済新報社 

11 3 お金ってなんだろう? 長岡 慎介 平凡社

12 3 脱ネット・スマホ中毒 ver.2.0 遠藤 美季  誠文堂新光社

13 3 介護というお仕事 (世の中への扉)  小山 朝子 講談社

14 3 介護の仕事には未来がないと考えている人へ 濱田 孝一  花伝社

15 4 脳いきいき! 解けてスッキリ ナンプレ初級200 Conceptis 池田書店

16 4 くらべてわかる木の葉っぱ 林 将之 山と渓谷社

17 4 くらべてわかる昆虫 永幡 嘉之 山と渓谷社

18 4 くらべてわかる哺乳類 小宮 輝之 山と渓谷社

19 4 くらべてわかる 野鳥 叶内 拓哉 山と渓谷社

20 4 すごいストレッチ；職場で、家で、学校で、働くあなたの疲れをほぐす 崎田 ミナ エムディエヌコーポレーション

21 4 いきなりサイエンス 日常のその疑問、科学が「すぐに」解決します  ミッチェル モフィット 文響社

22 4 ブラックホールをのぞいてみたら 大須賀 健  角川書店

23 5 いちばんくわしいパン事典 東京製菓学校  世界文化社

24 5 パンと料理 おいしく食べる最高の組み合わせ 志賀勝栄  家の光協会

25 5 甘くてかわいいお菓子の仕事 自分流・夢の叶え方 (14歳の世渡り術)  KUNIKA 河出書房新社

26 5 はじめてでも簡単! 太糸で編む マフラー・帽子・スヌード 朝日新聞出版 朝日新聞出版

27 5 冬のかぎ針あみこもの Ronique   文化出版局

28 5 これならできる!みんなの教科書 棒針編み きほんの基本 小須田 逸子 高橋書店

29 5 徹底カラー図解 自動車のしくみ 野崎 博路 マイナビ出版

30 5 「銀座レカン」高良康之シェフが教えるフレンチの基本 高良 康之  世界文化社

31 5 ときめく和菓子図鑑 高橋 マキ   山と渓谷社

32 5 ときめく文房具図鑑 山﨑真由子   山と渓谷社

33 5 新版 日本茶の図鑑 公益社団法人日本茶業中央会マイナビ出版

34 5 食べ物と健康,食品と衛生 食品加工・保蔵学  海老原 清  講談社

35 5 知っておいしい スパイス事典 実業之日本社 実業之日本社 

36 5 上菓子「岬屋」主人のやさしく教える和菓子のきほん 渡邊 好樹 世界文化社

37 6 ときめくインコ図鑑 おぴ~とうもと   山と渓谷社

38 7 栗山魂 (14歳の世渡り術) 栗山英樹 河出書房新社

39 7 今より強い自分になるために 記録が伸びる! 陸上競技 メンタル強化メソッド  井村 久美子  実業之日本社

40 7 陸上競技 走跳投に必要なトップスピードを高める練習  柴田博之  ベースボール・マガジン社

41 7 柳田美幸の楽しい女子サッカー  柳田 美幸 南雲堂

42 7 考えて強くなるラグビーのトレーニング―戦術アプローチに基づく練習プログラム 山本巧 大修館書店

43 7 ラグビー 最強・最速になるヤマハ式肉体改造法  大塚 潔  マキノ出版

44 7 オリンピック・パラリンピックまるごと大百科 真田 久 学研プラス

45 7 勝つ人 13人のアスリートたち 武井 壮 文藝春秋

46 7 あきらめない勇気 佐藤勇人+佐藤寿人 東邦出版

47 8 檸檬　（乙女の本棚） 梶井　基次郎 リットーミュージック 

48 Ｆ 5分で涙があふれて止まらないお話 七転び八起きの人び 志賀内 泰弘   PHP研究所 

49 F 告白予行練習 ハートの主張  HoneyWorks 角川書店

50 F 告白予行練習 イジワルな出会い HoneyWorks 角川書店

51 Ｆ 鶏小説集 坂木　司 角川書店

52 Ｆ たゆたえども沈まず 原田　マハ 幻冬舎 

53 Ｆ キラキラ共和国  小川　糸 幻冬舎 

54 F さいとう市立さいとう高校野球部 おれが先輩?  あさの　あつこ 講談社

55 F 銀河鉄道の父 門井 慶喜  講談社

56 F MM 市川 拓司 小学館

57 F 短編少年 伊坂　幸太郎ほか 集英社

58 F 短編少女 三浦　しをんほか 集英社

59 F 短編学校 米澤 穂信ほか 集英社

60 F ショートショートの宝箱: 短くて不思議な30の物語  光文社文庫編集部 光文社

61 Ｆ 望むのは 古谷田 奈月  新潮社

62 Ｆ 銀河の通信所  長野　まゆみ 河出書房新社

63 Ｆ 非常出口の音楽  古川 日出男 河出書房新社

64 F 君に恋をするなんて、ありえないはずだった 筏田　かつら 宝島社

65 Ｆ 君に恋をするなんて、ありえないはずだった そして、卒業  筏田　かつら 宝島社

66 現代用語の基礎知識　2018年版 自由国民社
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