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No. 書名 著者名

1 経済学と倫理学：アマルティア・セン講義 アマルティア・セン：徳永澄憲
2 人生を変えるドラッカ－：小説でわかる名著『経営者の条件』 吉田麻子
3 映画と本の意外な関係！ 町山智浩
4 教養としてのゲ－テ入門：「ウェルテルの悩み」から「ファウスト」まで 仲正昌樹
5 教養としての「世界史」の読み方 本村凌二
6 社会学的想像力 チャ－ルズ・ライト・ミルズ：伊奈正人
7 神さまってなに？ 森達也
8 ルポネットリンチで人生を壊された人たち ジョン・ロンソン：夏目大
9 子育て支援と経済成長 柴田悠

10 奨学金が日本を滅ぼす 大内裕和
11 スタンフォ－ド式最高の睡眠 西野精治
12 京都大学の経営学講義いま日本を代表する経営者が考えていること 川北英隆：奥野一成
13 ブラックバイト：体育会系経済が日本を滅ぼす 大内裕和：今野晴貴
14 ＬＧＢＴを読みとく：クィア・スタディ－ズ入門 森山至貴
15 いちばんやさしいＪａｖａＳｃｒｉｐｔの教本 岩田宇史
16 生物はウイルスが進化させた 武村政春
17 性・差別・民俗 赤松啓介
18 幸福の条件アドラ－とギリシア哲学 岸見一郎
19 新訳ジキル博士とハイド氏 ロバ－ト・Ｌ・スティ－ヴンソン：田内志文
20 人体ミクロの大冒険：６０兆の細胞が紡ぐ人生 ＮＨＫスペシャル取材班
21 「和の食」全史：縄文から現代まで長寿国・日本の恵み 永山久夫
22 人の心は読めるか？：本音と誤解の心理学 ニコラス・エプリ－：波多野理彩子
23 進化する！地域の注目デザイナーたち 
24 かがみの孤城 辻村深月
25 名画と読むイエス・キリストの物語 中野京子（ドイツ文学）
26 欧州危機と反グロ－バリズム：破綻と分断の現場を歩く 星野眞三雄
27 近代天皇論：「神聖」か、「象徴」か 片山杜秀：島薗進
28 江戸の家計簿 磯田道史
29 語彙力がないまま社会人になってしまった人へ やまぐちヨウジ
30 日本の歴史：歴史の流れをつかむ 日本史教育研究会
31 チョコレ－トの歴史 ソフィ－・Ｄ．コウ：マイケル・Ｄ．コウ
32 日本経済史 石井里枝：橋口勝利
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33 図説英国貴族の城館：カントリ－・ハウスのすべて 田中亮三：増田彰久
34 「考える人」は本を読む 河野通和
35 フィンテック革命の衝撃：日本の産業、金融、株式市場はどう変わるか 藤田勉
36 はじめての日本現代史：学校では“時間切れ”の通史 伊勢弘志：飛矢〓雅也
37 勉強の哲学：来たるべきバカのために 千葉雅也
38 世界文明史：人類の誕生から産業革命まで 下田淳
39 利き蜜師物語 銀蜂の目覚め 小林栗奈
40 利き蜜師物語2 図書室の魔女 小林栗奈
41 天空の翼 地上の星 中村ふみ
42 マクロ経済学入門 二神孝一
43 国際関係学：地球社会を理解するために 滝田賢治：大芝亮
44 国際紛争：理論と歴史 ジョセフ・サミュエル・ナイ・ジュニア：デイヴィッド・Ａ・ウェルチ
45 思考を鍛える大学の学び入門：論理的な考え方・書き方からキャリアデザインまで 井下千以子
46 イノベ－タ－たちの日本史：近代日本の創造的対応 米倉誠一郎
47 おひとりさまのあったか１ケ月食費２万円生活 おづまりこ
48 自然な敬語が基本から身につく本 高橋圭子
49 からだと筋肉のしくみ：世界一ゆる～いイラスト解剖学 有川譲二
50 大学生からはじめる社会人基礎力トレ－ニング 唐沢明
51 ゆる自炊ＢＯＯＫ ＯＲＡＮＧＥ ＰＡＧＥ ＢＯＯＫＳ 食べようびMOOK
52 小説ライムライト：チャップリンの映画世界 チャ－ルズ・スペンサ－・チャップリン：デ－ヴィド・ロビンソン
53 大学１年生の歩き方 トミヤマユキコ：清田隆之
54 なぜ僕は、4人以上の場になると途端に会話が苦手になるのか 岩本武範
55 日本と中国経済：相互交流と衝突の一〇〇年 梶谷懐
56 この１冊でわかる世界経済の新常識．２０１７ 大和総研：熊谷亮丸
57 中国経済入門：高度成長の終焉と安定成長への途 南亮進：牧野文夫
58 入門東南アジア近現代史 岩崎育夫
59 日本の歴史をよみなおす 網野善彦
60 ライブ・経済史入門：経済学と歴史学を架橋する 小田中直樹
61 日本経済史１６００－２０１５：歴史に読む現代 浜野潔：井奥成彦
62 概説世界経済史 北川勝彦：北原聡
63 日経キ－ワ－ド．２０１７－２０１８ 日経ＨＲ
64 新しい教養のための生物学 赤坂甲治
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65 これからＷｅｂをはじめる人のＨＴＭＬ＆ＣＳＳ，ＪａｖａＳｃｒｉｐｔのきほんのきほ たにぐちまこと
66 スマホ廃人 石川結貴
67 魔導の系譜 佐藤さくら
68 魔導の福音 佐藤さくら
69 アレント入門 中山元
70 日本人の９割が間違える英語表現１００ キャサリン・Ａ．クラフト：里中哲彦
71 書く力：私たちはこうして文章を磨いた 池上彰：竹内政明
72 感情的にならない気持ちの整理術 和田秀樹（心理・教育評論家）
73 あなたのキャリアのつくり方：ＮＰＯを手がかりに 浦坂純子
74 知のスクランブル：文理的思考の挑戦 日本大学
75 陰陽師とはなにか：被差別の原像を探る 沖浦和光
76 社会を読む文法としての経済学：９つのキ－コンセプトでやさしくわかる 西孝
77 どうして普通にできないの！：「かくれ」発達障害女子の見えない不安と孤独 こだまちの
78 基礎からわかる話す技術 森口稔：中山詢子
79 進化とは何か：ド－キンス博士の特別講義 リチャ－ド・ド－キンス：吉成真由美
80 能面の見かた：日本伝統の名品がひと目でわかる 小林真理：宇高通成
81 パニック経済：経済政策の詭弁を見破る 逢沢明
82 図解世界自然遺産で見る地球４６億年 目代邦康
83 世界全戦争史 柘植久慶
84 雑な読書：ＩＮ　ＴＨＥ　ＢＯＯＫ　ＳＨＥＬＦ 古屋美登里
85 関数とグラフ：ゲルファントやさしい数学入門 イズライル・モイセ－ヴィチ・ゲルファント：Ｅ．Ｇ．グラゴ－レヴァ
86 貧困と地域 白波瀬達也
87 オリュンポスの神々の歴史：古代からルネサンスにいたる歴史 バルバラ・グラツィオ－ジ：西村賀子
88 世界から格差がなくならない本当の理由 池上彰：「池上彰緊急スペシャル！」制作チ－ム
89 地方議会を再生する 相川俊英
90 男であれず、女になれない 鈴木信平
91 なぜ働くのか バリ－・シュワルツ：田内万里夫
92 多文化理解のためのアメリカ文化入門：社会・地域・伝承 ウェルズ恵子：リサ・ギャバ－ト
93 文章が一瞬でロジカルになる接続詞の使い方 吉岡友治
94 決戦!新選組 葉室 麟（他）
95 名刀に挑む 日本刀を知れば日本の美がわかる 松田 次泰
96 猫の傀儡 西條 奈加
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97 からたち童話専門店 希多美咲
98 からたち童話専門店 　雪だるまと飛べないストーブ 希多美咲
99 マ－ケティング・エンジニアリング入門 上田雅夫：生田目崇

100 入門オ－クション：市場をデザインする経済学 ティモシ－・Ｐ・ハバ－ド：ハリ－・Ｊ・パ－シュ
101 「母と子」という病 高橋和巳
102 いつも「時間がない」あなたに：欠乏の行動経済学 センディル・ムッライナタン：エルダ－・シャフィ－ル
103 はじめて出会うキリスト教 オリエンス宗教研究所
104 図説アイルランドの歴史 山本正
105 写真でわかる世界の防犯：遺跡・デザイン・まちづくり　驚きのアイデアで犯罪を 小宮信夫
106 車夫 いとうみく
107 車夫２ いとうみく
108 金融入門 日本経済新聞社
109 ３０時間アカデミック情報基礎Ｗｏｒｄ＆Ｅｘｃｅｌ　２０１６：Ｗｉｎｄｏｗｓ　１０対応 杉本くみ子：大澤栄子
110 ゼミで学ぶスタディスキル 南田勝也：矢田部圭介
111 デ－タ処理・レポ－ト・プレゼンテ－ションとＯｆｆｉｃｅ２０１６ 小川浩：工藤喜美枝
112 会計学の基礎 岩崎功
113 フィンテック入門 赤間世紀
114 カタカナの正体 やまぐちヨウジ
115 芸者と遊び：日本的サロン文化の盛衰 田中優子
116 ブレ－ン広告年鑑．２０１６ ブレ－ン編集部
117 わかりやすく情報を伝えるための図とデザイン：グラフ・チャ－ト／仕組み／やり方・作り方／マップ／ パイインタ－ナショナル
118 さとりと日本人：食・武・和・徳・行 頼住光子
119 楽しむ：哲学はじめの一歩 立正大学文学部哲学科
120 年鑑日本の広告写真．２０１７ 日本広告写真家協会
121 女子学生のキャリアデザイン：自分らしさとワ－クライフバランス 野村康則：竹内雄司
122 食のリテラシ－：食情報を読み解くチカラで生きのびる！ 魚柄仁之助
123 日本の時代をつくった本：幕末から現代までの社会と文学をビジュアルで読み解く 永江朗
124 最高のキャリアの描き方：トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ生と物語理論 中川瑛
125 世界５大陸のフードショップブランディング 
126 現代中国を知るための４４章 藤野彰：曽根康雄
127 世界いろいろ広告いろいろ：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｉｎ 金子秀之
128 ゼロからの経営戦略 沼上幹
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129 幸福論 アラン：宗左近
130 日本語と哲学の問題 和辻哲郎
131 幸福の哲学：アドラ－×古代ギリシアの智恵 岸見一郎
132 これが答えだ！少子化問題 赤川学
133 国際金融論入門 佐々木百合
134 話すための英語力 鳥飼玖美子
135 プル－フマ－ケティング 岩崎慕了
136 火の科学：エネルギ－・神・鉄から錬金術まで 西野順也
137 先生、貧困ってなんですか？：日本の貧困問題レクチャ－ブック 自立生活サポ－トセンタ－・もやい
138 「日本」の起源 福田拓也
139 企業不祥事はなぜ起きるのか：ソ－シャル・キャピタルから読み解く組織風土 稲葉陽二
140 アメリカ経済政策入門：建国から現在まで スティ－ヴン・Ｓ．コ－エン：Ｊ．ブラッドフォ－ド・デロング
141 若者たちの食卓：自己、家族、格差、そして社会 外山紀子：長谷川智子
142 ２０５０年の技術：英『エコノミスト』誌は予測する 英『エコノミスト』編集部：土方奈美
143 はじめてでもよくわかる！デジタルマ－ケティング集中講義 押切孝雄
144 玉妖綺譚 真園めぐみ 
145 玉妖綺譚2 真園めぐみ 
146 夏服少女からの伝言 村山仁志
147 貧困と闘う知：教育、医療、金融、ガバナンス エステル・デュフロ：峯陽一
148 地図でみる世界の地域格差．２０１６年版 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）：中澤高志
149 もういちど読む山川地理 田邉裕
150 ゆら心霊相談所 九条菜月
151 ゆら心霊相談所2 九条菜月
152 ゆら心霊相談所3 九条菜月
153 ストレスのはなし：メカニズムと対処法 福間詳
154 金物屋夜見坂少年の怪しい副業 紙上ユキ
155 金物屋夜見坂少年の怪しい副業 -神隠し- 紙上ユキ
156 金物屋夜見坂少年の怪しい休日 紙上ユキ
157 黄昏のまぼろし 野々宮ちさ
158 帰らじの宴 野々宮ちさ
159 夜陰の花 野々宮ちさ
160 神戸パルティータ 野々宮ちさ
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161 よくわかる真言宗：重要経典付き 瓜生中
162 朝日新聞報道写真集．２０１７ 朝日新聞社
163 わかる仏教史 宮元啓一
164 だしの神秘 伏木亨
165 Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐス－パ－リファレンス 井村克也：ソ－テック社
166 はじめてのＡｎｄｒｏｉｄプログラミング：超初心者でも大丈夫★ 金田浩明
167 自分で企業をつくり、育てるための経営学入門：起業戦略を考える 斎藤毅憲：渡辺峻
168 ビジネス法入門 中村信男：和田宗久
169 入門財務会計 藤井秀樹
170 文書作成リテラシ－ 尾崎眞：吉田聡
171 経営学概論 片山富弘：山田啓一
172 北朝鮮入門：金正恩体制の政治・経済・社会・国際関係 礒崎敦仁：澤田克己
173 創造力を鍛えるマインドワンダリング 中尾政之：上田一貴
174 「トランプ時代」の新世界秩序 三浦瑠麗
175 工業簿記・原価計算の基礎：理論と計算 上埜進：川島和浩
176 ポピュリズムとは何か：民主主義の敵か、改革の希望か 水島治郎
177 現代思想の転換：知のエッジをめぐる五つの対話．２０１７ 篠原雅武
178 時間の言語学：メタファ－から読みとく 瀬戸賢一
179 人類の未来：ＡＩ、経済、民主主義 ノ－ム・チョムスキ－：レイ・カ－ツワイル
180 はじめてのジェンダ－論 加藤秀一
181 １８歳で学ぶ哲学的リアル：「常識」の解剖学 大橋基
182 人工知能の哲学：生命から紐解く知能の謎 松田雄馬
183 日本文化と仏教イマ－ジュ 池見澄隆
184 カラダを大切にしたくなる人体図鑑：知っておきたい９６のしくみとはたらき 竹内修二
185 美しい日本語 金田一春彦
186 トランプ革命で復活するアメリカ：日本はどう対応すべきか 藤井厳喜
187 日本語全史 沖森卓也
188 ことばの認知プロセス：教養としての認知言語学入門 安原和也
189 マ－ケティングに強くなる 恩蔵直人
190 なぜアマゾンは１円で本が売れるのか：ネット時代のメディア戦争 武田徹（ジャ－ナリスト）
191 教養人の英語 島根國士
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1 そろそろ、人工知能の真実を話そう ジャン・ガブリエル・ガナシ
2 プログラムの絵本 アンク
3 〈インターネット〉の次に来るもの ケヴィン・ケリー
4 ど田舎うまれ、ポケモンＧＯをつくる 野村 達雄
5 プログラミング言語図鑑 増井 敏克
6 人工知能の作り方 三宅　陽一郎
7 超速パソコン仕事術 岡田　充弘
8 ストレスゼロのＷｉｎｄｏｗｓ仕事術 四禮 静子
9 １９歳の君へ 日野原　重明
10 いのちの車窓から 星野　源
11 模様と意味の本 ジュード・スチュアート
12 美しい日本のくせ字 井原 奈津子
13 ネコとずっと 岩合 光昭
14 性格類語辞典　ポジティブ編 アンジェラ・アッカーマン
15 性格類語辞典　ネガティブ編 アンジェラ・アッカーマン
16 死をめぐるコレクション ポール・ガンビーノ
17 もっと撮りたくなる写真の便利帳 谷口　泉
18 アイデアの接着剤 水野　学
19 誰が音楽をタダにした？ スティーヴン・ウィット
20 絵はすぐに上手くならない 成冨　ミヲリ
21 ウラからのぞけばオモテが見える 佐藤　オオキ
22 なるほどデザイン 筒井　美希
23 海外ドラマはたった３５０の単語でできている Ｃｏｚｙ
24 ネイティブ感覚でもっと伝わる日常英語 リサ・ヴォート
25 激動のニュースから学ぶトップリーダーの英語 中丸　友一郎
26 さか上がりを英語で言えますか？ 守　誠
27 それっ！日本語で言えばいいのに！！
28 こころ涌き立つ英語の名言 晴山　陽一
29 オバマ傑作演説集　完全保存版 コスモピア編集部
30 会話もメールも英語は３語で伝わります 中山　裕木子
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31 難しいことはわかりませんが、英語が話せる方法を教えてください スティーブ・ソレイシィ
32 純ジャパニーズの迷わない英語勉強法 上乃 久子
33 英語で手帳をつけてみる 石原　真弓
34 まんがでわかる地頭力を鍛える 細谷 功
35 虹色のチョーク 小松 成美
36 リッツ・カールトンで学んだマンガでわかる超一流のおもてなし 高野 登
37 図解モチベーション大百科 池田 貴将
38 儲かる売り場の全技術 前田　輝久
39 「本をつくる」という仕事 稲泉　連
40 大人のための国語ゼミ 野矢 茂樹
41 多動力 堀江 貴文
42 自分を劇的に成長させる！ＰＤＣＡノート 岡村　拓朗
43 仕事を選ぶ 朝日中学生ウイークリー編集
44 東大教養学部「考える力」の教室 宮澤 正憲
45 女子と貧困 雨宮 処凛
46 アリガト謝謝 木下　諄一
47 自分を変えるほんの小さなコツ 野澤　卓央
48 無印良品が、世界でも勝てる理由 松井　忠三
49 儲けのしくみ 酒井　威津善
50 池上彰の世界の見方中東 池上 彰
51 シンプルに結果を出す人の５Ｗ１Ｈ思考 渡邉 光太郎
52 池上彰とホセ・ムヒカが語り合ったほんとうの豊かさって何ですか？ 池上　彰
53 速さは全てを解決する 赤羽　雄二
54 やり抜く力 アンジェラ・ダックワース
55 雑貨店おやつへようこそ トノイケ ミキ
56 ゆとり世代はなぜ転職をくり返すのか？ 福島 創太
57 未来の年表 河合 雅司
58 汗はすごい 菅屋 潤壹
59 サイコパス 中野　信子
60 すべての疲労は脳が原因 梶本　修身
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61 ハーバード日本史教室 佐藤 智恵
62 大人の語彙力が面白いほど身につく本 話題の達人倶楽部
63 大人の語彙力が面白いほど身につく本 ＬＥＶＥＬ２ 話題の達人倶楽部
64 しっくりこない日本語 北原 保雄
65 「保険のプロ」が生命保険に入らないもっともな理由 後田 亨
66 東大卒貧困ワーカー 中沢 彰吾
67 応仁の乱 呉座　勇一
68 お化けの愛し方 荒俣 宏
69 大手新聞・テレビが報道できない「官僚」の真実 高橋 洋一
70 みんな使える！こなれた英語２０１フレーズ 関谷 英里子
71 怒りを鎮めるうまく謝る 川合 伸幸
72 「自分がイヤだ！」と思ったら読む本 心屋　仁之助
73 それでいい。 細川 貂々
74 心屋仁之助の「奇跡の言葉」 心屋　仁之助
75 他人を支配する黒すぎる心理術
76 世界一受けたい「心理学×哲学」の授業 嶋田　将也
77 プロカウンセラーの聞く技術 東山　紘久
78 認められたい 熊代　亨
79 スタンフォードの心理学講義人生がうまくいくシンプルなルール ケリー・マクゴニガル
80 ＦＢＩプロファイラーが教える「危ない人」の見分け方 ジョー・ナヴァロ
81 近すぎず、遠すぎず。 枡野 俊明
82 論理的思考力を鍛える３３の思考実験 北村 良子
83 新もういちど読む山川世界史 「世界の歴史」編集委員会
84 齋藤孝の一気読み！日本近現代史 齋藤 孝
85 マンガでわかるグーグルのマインドフルネス革命 サンガ編集部
86 イラスト図解心があたたまる禅の言葉 サダマシック・コンサーレ
87 スタンフォードのストレスを力に変える教科書 ケリー・マクゴニガル
88 スタンフォードの自分を変える教室 ケリー・マクゴニガル
89 「人前に出るのが怖い」を治す本 根本　橘夫
90 世界神話入門 篠田 知和基
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91 「とにかく優位に立ちたい人」を軽くかわすコツ 石原 加受子
92 日本史モノ事典 新版 平凡社
93 あなたは、なぜ、つながれないのか 高石　宏輔
94 名字でわかるあなたのルーツ 森岡 浩
95 数の不思議 ミランダ・ランディ
96 アウトドア＆キャンプ大事典 太田　潤
97 サバイバル猟師飯 荒井 裕介
98 アナログ ビートたけし
99 人魚に嘘はつけない 半田 畔
100 やめるときも、すこやかなるときも 窪　美澄
101 わざわざゾンビを殺す人間なんていない。 小林 泰三
102 素敵な日本人 東野　圭吾
103 感情類語辞典 アンジェラ・アッカーマン
104 いまさら翼といわれても 米澤　穂信
105 顔ニモマケズ 水野　敬也
106 たとえる技術 せきしろ
107 陸王 池井戸　潤
108 終わりの感覚 ジュリアン・バーンズ
109 コンプレックス文化論 武田 砂鉄
110 人みな眠りて カート・ヴォネガット
111 国を救った数学少女 ヨナス・ヨナソン
112 ハリネズミの願い トーン・テレヘン
113 おじいさんに聞いた話 トーン・テレヘン
114 さらさら流る 柚木 麻子
115 ＢＵＴＴＥＲ 柚木 麻子
116 出会いなおし 森　絵都
117 成功者Ｋ 羽田　圭介
118 マジ文章書けないんだけど 前田 安正
119 ３行しか書けない人のための文章教室 前田 安正
120 ＬＯＶＥ理論　新装版 水野　敬也
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121 Ｉ　Ｌｏｖｅ　Ｙｏｕの訳し方 望月　竜馬
122 ままならないから私とあなた 朝井　リョウ
123 ルビンの壺が割れた 宿野 かほる
124 伊藤君ＡtoE 柚木麻子
125 終わった人 内館　牧子
126 冬の日誌 ポール・オースター
127 星の子 今村 夏子
128 ジェノサイド 高野和明
129 風神雷神 風の章 柳 広司
130 風神雷神 雷の章 柳 広司
131 ブルーローズは眠らない 市川 憂人
132 百貨の魔法 村山 早紀
133 幻庵　上 百田　尚樹
134 幻庵　下 百田　尚樹
135 内面からの報告書 ポール・オースター
136 はかりきれない世界の単位 米澤 敬
137 わたしたちは銀のフォークと薬を手にして 島本 理生
138 ミスター・メルセデス　上 スティーヴン・キング
139 ミスター・メルセデス　下 スティーヴン・キング
140 ファインダーズ・キーパーズ 上 スティーヴン・キング
141 ファインダーズ・キーパーズ 下 スティーヴン・キング
142 ミックス。 古沢 良太
143 ナラタージュ 島本　理生
144 花咲舞が黙ってない 池井戸 潤
145 代償 伊岡瞬
146 妖怪アパートの幽雅な日常　１ 香月　日輪
147 誰もがその先を聞きたくなる地理の話大全 おもしろ地理学会
148 無銭経済宣言 マーク・ボイル
149 脳にいいこと悪いこと大全 柿木 隆介
150 遺伝子は、変えられる。 シャロン・モアレム
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151 知らないと危ない毒の話 井上　浩義
152 いきなりサイエンス ミッチェル・モフィット
153 面白くて仕事に役立つ数学 柳谷 晃
154 誰もがその先を聞きたくなる理系の話大全 話題の達人倶楽部
155 ぼくらは「数学」のおかげで生きている 柳谷　晃
156 脳はなぜ都合よく記憶するのか ジュリア・ショウ
157 脳が認める勉強法 ベネディクト・キャリー
158 直感力を高める数学脳のつくりかた バーバラ・オークリー
159 面白くて眠れなくなる数学者たち 桜井　進
160 最新図解失敗学 畑村　洋太郎
161 図解物理の話 長澤　光晴
162 人はなぜ宇宙人に誘拐されるのか？ エリエザー Ｊ．スタンバーグ
163 バッタを倒しにアフリカへ 前野 ウルド浩太郎
164 秘島図鑑 清水　浩史
165 トリセツ・カラダ 海堂　尊
166 トリセツ・ヤマイ 海堂　尊
167 動物の賢さがわかるほど人間は賢いのか フランス・ドゥ・ヴァール
168 図解化学の話
169 世界一素朴な質問、宇宙一美しい答え ジェンマ・エルウィン・ハリ
170 ビッグヒストリー：われわれはどこから来て、どこへ行くのか デヴィッド・クリスチャン
171 どんな数にも物語がある アレックス・ベロス
172 無限レシピ 大友　育美
173 営業バンが高速道路をぶっ飛ばせる理由 國政　久郎
174 おいしさのコツが一目でわかる基本のパスタ 石澤　清美
175 知っておいしいチーズ事典
176 カレー
177 やめてみた。 わたなべ　ぽん
178 「あの人すてき！」と思わせる美人な姿勢図鑑 彩希子
179 白崎茶会のあたらしいおやつ 白崎　裕子
180 珈琲のすべてがわかる事典
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181 つくおき ｎｏｚｏｍｉ
182 ひとり暮らしごはん 主婦の友社
183 ひと月９０００円の快適食生活 魚柄　仁之助
184 ヤバい心理学
185 ビール語辞典 リース　恵実
186 天才藤井聡太 中村 徹
187 長友佑都体幹トレーニング２０ 長友　佑都
188 全部レンチン！やせるおかず作りおき 柳澤　英子
189 その調理、９割の栄養捨ててます！
190 かんたん！ラクチン！作りおきのお弁当おかず３１５ 食のスタジオ
191 世界の最新医学が証明した究極の疲れないカラダ 仲野 広倫
192 組み合わせ自由自在作りおきおかず３７４ 食のスタジオ
193 おいしさのコツが一目でわかる基本の料理 検見崎　聡美
194 ゆる自炊弁当ＢＯＯＫ
195 図説鉄道の博物誌 石田 正治
196 １週間で腹を凹ます体幹力トレーニング 木場　克己
197 常備菜　２ 飛田　和緒
198 ローカル鉄道の解剖図鑑 岩間　昌子
199 民間防衛　新装版 スイス政府
200 つくりおきおかずで朝つめるだけ！弁当ＢＥＳＴ！ 完全保存版 小田 真規子
201 電子レンジで超ラクごはん 主婦の友社
202 藤井恵さんの体にいいごはん献立 藤井　恵
203 小林カツ代の永久不滅レシピ１０１ 小林　カツ代
204 かんたん！ラクチン！はじめてのお菓子レシピ１５８ 食のスタジオ
205 毎日のおかずレシピＢＥＳＴ６００　決定保存版
206 パスタの本。
207 死ぬほど読書 丹羽 宇一郎
208 ボクたちはみんな大人になれなかった 燃え殻
209 騙し絵の牙 塩田 武士
210 ラブセメタリー 木原 音瀬
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211 ぼくの死体をよろしくたのむ 川上　弘美
212 ＭＭ 市川 拓司
213 マスカレード・ナイト 東野 圭吾
214 自分を操る超集中力 ＤａｉＧｏ
215 ジゼル 秋吉 理香子
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