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1 002 カ 学びを結果に変えるアウトプット大全 樺沢　紫苑著 サンクチュアリ出版

2 131 キ プラトン　ソクラテスの弁明 岸見　一郎著 KADOKAWA

3 159 サ 新書 男の居場所 酒井　光雄著 マイナビ出版

4 159 ミ 死ぬこと以外かすり傷 箕輪　厚介著 マガジンハウス

5 210 ニ 実は科学的！？江戸時代の生活百景 西田　知己著 東京堂出版

6 210 ミ
天皇はなぜ紙幣に描かれないのか　教科書が教えてくれ
ない日本史の謎30

三上　喜孝著 小学館

7 219 フ 郷土 奄美群島おもろの世界 福　寛美著 南方新社

8 226 ウ 「中東」の世界史　西洋の衝撃から紛争・テロの時代まで 臼杵　陽著 作品社

9 288 カ 歴史がわかる！世界の国旗図鑑 苅安　望著 山川出版社

10 290 イ 今こそ学ぼう地理の基本 長谷川　直子編 山川出版社

11 313 ゲ 現代世界の陛下たち　デモクラシーと王室・皇室
水島　治郎
君塚　直隆編著

ミネルヴァ書房

12 329 ハ
検証自衛隊・南スーダンPKO　融解するシビリアン・コント
ロール

半田　滋著 岩波書店

13 330 オ 経営者のための商工会・商工会議所150％トコトン活用術 大田　一喜著 同文舘出版

14 330 サ 今さら聞けないお金の超基本　節約・貯蓄・投資の前に
坂本　綾子著
泉　美智子監修

朝日新聞出版

15 331 カ 経済学の名著50冊が1冊でざっと学べる 蔭山　克秀著 KADOKAWA

16 331 バ 行動経済学　エッセンシャル版
ミシェル・バデリー著
土方　奈美訳

早川書房

17 361 シ 社会学大図鑑
クリストファー・ソープ
ほか著　沢田　博訳

三省堂

18 361 タ
慶応卒の落語家が教える「また会いたい」と思わせる気
づかい

立川　談慶著 WAVE出版

19 366 ハ 女子のための「手に職」図鑑　一生困らない 華井　由利奈著 光文社

20 366 ベ
フェミニスト・ファイト・クラブ　「職場の女性差別」サバイバ
ルマニュアル

ジェシカ・ベネット著
岩田　佳代子訳

海と月社

21 369 カ
家族のためのユマニチュード　“その人らしさ”を取り戻
す、優しい認知症ケア

イヴ・ジネスト　ロゼッ
ト・マレスコッティ
本田　美和子著

誠文堂新光社

22 369 ワ 障害のある子の「親なきあと」　「親あるあいだ」の準備 渡部　伸著 主婦の友社

23 379 モ
スマホに負けない子育てのススメ　わが子が幸せに生き
る力を育てる必携本！

諸富　祥彦著 主婦の友社

24 382 エ ニホンオオカミの最後　狼酒・狼狩り・狼祭りの発見 遠藤　公男著 山と溪谷社

25 404 セ
世界一深い100のQ　いかなる状況でも本質をつかむ思
考力養成講座

ロジェ・ゲスネリ　ジャ
ン＝ルイ・ボバンほか
著　吉田　良子訳

ダイヤモンド社

26 451 タ 虹の図鑑　しくみ、種類、観察方法 武田　康男文・写真 緑書房

27 481 ジ 生物毒の科学

ロナルド・ジェンナー
イヴィンド・ウンドハイ
ム著　船山　信次監修
瀧下　哉代訳

エクスナレッジ

28 493 ア アルコール依存症から抜け出す本　新版　イラスト版 樋口　進監修 講談社

29 493 ニ
赤ちゃんが頭を打った、どうしよう！？　虐待を疑われな
いために知っておきたいこと

西本　博
藤原　一枝著

岩崎書店

30 493 ニ
認知症・要介護を予防・改善！「脳の病気」最新対策　ア
ルツハイマー病　脳血管障害　パーキンソン病

「きょうの健康」番組制
作班編　主婦と生活社
ライフ・プラス編集部編

主婦と生活社

31 493 リ リウマチ　改訂版　最新の薬物療法とリハビリ 竹内　勤監修 高橋書店

32 494 ガ がんになっても心配ありません
がん研究会監修
ロハス・メディカル編集
部編集

国書刊行会

33 498 イ
「ゴースト血管」に効く！1分かかと上げ下げ　高血圧、糖
尿病、認知症etc．を防ぐ！

伊賀瀬　道也著 河出書房新社

34 498 ハ
花谷式「交差歩き」のすべて　1日20歩、2週間でやせて痛
みがとれる

花谷　貴之著 主婦の友社

35 498 フ わたしで最後にして　ナチスの障害者虐殺と優生思想 藤井　克徳著 合同出版

36 498 ヨ よくわかる公衆衛生学の基本としくみ
上地　賢　安藤　絵美
子　雑賀　智也著

秀和システム

37 518 ワ
よくわかる最新水処理技術の基本と仕組み　第3版　用
水・排水処理、リサイクルまで、要点を学ぶ　循環型社会

和田　洋六著 秀和システム

38 576 コ わかる！使える！塗料入門　〈基礎知識〉〈設計〉〈製造〉 小林　敏勝著 日刊工業新聞社
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39 590 ク 26 暮らしのおへそ　Vol.26　習慣には、明日を変える力がある 主婦と生活社

40 592 ヘ
部屋をおしゃれにリメイクする本　すぐマネできる“カンタ
ン＋楽しい”DIYヒント

学研プラス

41 596 ホ 家事 身につく料理　もうネットで調べなくていい！ 星澤　幸子著 KADOKAWA

42 601 ハ 廃校再生ストーリーズ 美術出版社

43 609 ヤ 単位は進化する　究極の精度をめざして 安田　正美著 化学同人

44 627 ハ はじめてのインドアグリーン選び方と楽しみ方
尾崎　忠　野末　陽平
藤川　忠雄監修

ナツメ社

45 721 ウ 歌川国芳いきものとばけもの
歌川　国芳画　稲垣
進一　悳　俊彦著

東京書籍

46 726 コ 27 まんが あさひなぐ　27 こざき　亜衣著 小学館

47 778 イ あの映画みた？
井上　荒野
江國　香織著

新潮社

48 783 コ 家事 0歳からのボール遊び運動　“投げる”が脳と体を育む 小山　啓太著 ベースボール・マガジン社

49 810 ナ 必携！日本語ボランティアの基礎知識 中井　延美著 大修館書店

50 914 サノ ヨーコさんの“言葉”　じゃ、どうする
佐野　洋子文　北村
裕花絵　小宮　善彰監

講談社

51 929 キム 豊渓里　北朝鮮核実験場死の情景
金　平岡著
五十嵐　真希訳

徳間書店

52 930 スウ
グッバイ・クリストファー・ロビン　『クマのプーさん』の知ら
れざる真実

アン・スウェイト著
山内　玲子
田中　美保子訳

国書刊行会

53 F アキ 向日葵のある台所 秋川　滝美著 KADOKAWA

54 F アケ 対岸の家事 朱野　帰子著 講談社

55 F イワ 歌え、汝龍たりし日々を　始皇帝紀 岩井　三四二著 角川春樹事務所

56 F ウタ 花まみれの淑女たち 歌川　たいじ著 KADOKAWA

57 F ウチ すぐ死ぬんだから 内館　牧子著 講談社

58 F オオ 漂砂の塔 大沢　在昌著 集英社

59 F オノ 夜の側に立つ 小野寺　史宜著 新潮社

60 F カキ 信長の原理 垣根　涼介著 KADOKAWA

61 F カミ 悪魔と呼ばれた男 神永　学著 講談社

62 F クボ 青少年のための小説入門 久保寺　健彦著 集英社

63 F サノ 永善堂病院もの忘れ外来 佐野　香織著 ポプラ社

64 F タカ 2 文庫 はなの味ごよみ　〔２〕　願かけ鍋 高田　在子著 KADOKAWA

65 F ナカ TAS特別師弟捜査員 中山　七里著 集英社

66 F ホン ボーダレス 誉田　哲也著 光文社

67 F ミナ ブロードキャスト 湊　かなえ著 KADOKAWA

68 F ヤマ 悪童（ワルガキ）　小説寅次郎の告白 山田　洋次著 講談社

69 F ヨシ 1 国宝　上　青春篇 吉田　修一著 朝日新聞出版

70 F ヨシ 2 国宝　下　花道篇 吉田　修一著 朝日新聞出版


