
 

  書名 著者名 出版者 

1 僕が殺した人と僕を殺した人 東山彰良 文藝春秋 

2 イザベルに薔薇を 伊集院静 双葉社 

3 私はテレビに出たかった 松尾スズキ 朝日新聞出版 

4 風神の手 道尾秀介 朝日新聞出版 

5 海馬の尻尾 荻原浩 光文社 

6 俺はエージェント 大沢在昌 小学館 

7 一身二生 : 吉宗の遺言 太田俊明 日本経済新聞出版社 

8 明るい夜に出かけて 佐藤多佳子 新潮社 

9 特急二十世紀の夜と、いくつかの小さなブレークスルー : ノーベル文

学賞受賞記念講演 
カズオ・イシグロ 早川書房 

10 「すぐやる人」のノート術 塚本亮 明日香出版社 

11 人工知能革命の真実 中島秀之, ドミニク・チェン ワック 

12 AIに心は宿るのか 松原仁 集英社インターナショナル 

13 人生を狂わす名著 50 三宅香帆(著)/今日マチ子(絵) ライツ社 

14 考える練習帳 細谷功 ダイヤモンド社 

15 京大式 deep thinking 川上浩司 サンマーク出版 

16 「怒ってしまう自分」が消える本  倉成央 大和出版 

17 お金持ちが肝に銘じているちょっとした習慣 菅原圭 河出書房新社 

18 池上彰の世界から見る平成史 池上彰 KADOKAWA 

19 日本史の内幕 磯田道史 中央公論新社 

20 語り継がれた西郷どん : 発掘!維新スクラップブック 一坂太郎 朝日新聞出版 
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51のニュースで読みとく世界の大問題 

主人公は伊能忠敬 

面白い本とであいたい！ 

自分を動かす、仕組みの作り方 



  書名 著者名 出版者 

21 炎と怒り : トランプ政権の内幕 マイケル・ウォルフ 早川書房 

22 日産、神戸製鋼は何を間違えたのか 今沢真 毎日新聞出版 

23 まかせる力 新将命/高田明 SBクリエイティブ 

24 間違いやすい順社会人の最新マナー大全 明石伸子 宝島社 

25 人を「巻き込む」コミュニケーション技術 桜井弘 日本経済新聞出版社 

26 できる大人は「ひと言」加える 松本秀男 青春出版社 

27 「対人不安」って何だろう? 榎本博明 筑摩書房 

28 今こそ「奨学金」の本当の話をしよう。 本山勝寛 ポプラ社 

29 おにぎりと日本人 増淵敏之 洋泉社 

30 理系という生き方 : 東工大講義 : 生涯を賭けるテーマをいかに選ぶか 最相葉月 ポプラ社 

31 数学を使わない数学の講義 小室直樹 ワック 

32 世界一わかりやすい AR人体図鑑 奈良信雄監修 宝島社 

33 脳には妙なクセがある 池谷裕二 新潮社 

34 ライザップ式 2週間ダイエットレシピ RIZAP株式会社監修 日本文芸社 

35 やせる豆腐レシピ 100 主婦の友社編 主婦の友社 

36 工法革命 : インプラント工法で世界の建設を変える 北村精男 ダイヤモンド・ビジネス企画 

37 消滅遺産 : もう見られない世界の偉大な建造物 ナショナルジオグラフィック編 日経ナショナルジオグラフィック社 

38 宇宙に命はあるのか 小野雅裕 SBクリエイティブ 

39 汚れの科学 齋藤勝裕 SBクリエイティブ 

40 なぜかお金がなかなか貯まらない若いサラリーマンが知っておきたいお金の教科書 佐藤治彦 大和書房 

41 今すぐ作れる!10分レシピ BEST200   エイ出版社 

42 艦めし : 海上自衛隊最強レシピ集 KADOKAWA著 : 海上自衛隊協力 KADOKAWA  

43 一流アスリートのカラダを劇的に変えた強く、美しくなる食事 細野恵美 大和書房 

44 部活ですぐ使える!基本のスポーツテーピング 主婦の友社編 主婦の友社 

 
 

奨学金の問題点と改善差 

無理なく取り入れられるレシピが満載 

正しい巻き方がひとめでわかる 

速攻で身につけたいマナー123 

宇宙探査の最前線 



  書名 著者名 出版者 

45 成功するカラダを作る!スポーツ選手の栄養と食事 杉山明美 三栄書房 

46 動きが軽くなる!カラダ覚醒トレーニング 栗田聡, 濵栄一 高橋書店 

47 スポーツトレーニングの基本と新理論 佐久間和彦監修 マイナビ出版 

48 J1昇格夢への軌跡 : V・ファーレン長崎報道記録集 長崎新聞社編集 長崎新聞社 

49 フィギュアほど泣けるスポーツはない! 織田信成 KADOKAWA 

50 永世七冠羽生善治 羽生善治 宝島社 

51 もう初対面でも会話に困らない!口ベタのための「話し方」「聞き方」 佐野剛平 講談社 

52 一度は読んでおきたい現代の名短篇 湯川豊 小学館 

53 ビオトープ管理士資格試験公式テキスト 改訂版 日本生態系協会監修 日本能率協会マネジメントセンター 

54 眩 (くらら) 朝井まかて 新潮社 

55 伴走者 浅生鴨 講談社 

56 長く高い壁 浅田次郎 KADOKAWA 

57 そのバケツでは水がくめない 飛鳥井千砂 祥伝社 

58 フラダン 古内一絵 小峰書店 

59 カーテンコール!  加納朋子 新潮社 

60 魔邸 三津田信三 KADOKAWA 

61 コンビニたそがれ堂セレクション 村山早紀 ポプラ社 

62 鶏小説集 坂木司 KADOKAWA 

63 青くて痛くて脆い 住野よる KADOKAWA 

64 オブリヴィオン 遠田潤子 光文社 

65 図書館島 ソフィア・サマター 東京創元社 

66 孤島の祈り イザベル・オティシエ 集英社 

67 察しない男説明しない女 五百田達成 ディスカヴァー・トゥエンティワン 

68 女子の人間関係 水島広子 サンクチュアリ出版 

 
 

J1昇格おめでとう！ 

海洋冒険家の著者が描く、サバイバル小説 

北斎の娘、女絵師・応為の生涯 

男子高校生がフラダンス♪ 
 

人気作と書下ろしを収録した不思議なコンビニ物語 
 



 

 

 書名 著者名 出版者 

69 身近な人の「攻撃」がスーッとなくなる本 水島広子 大和出版 

70 頭に来てもアホとは戦うな! 田村耕太郎 朝日新聞出版 

71 ラクして速いが一番すごい 松本利明 ダイヤモンド社 

72 人前であがらない 37の話し方 佐藤達郎 ダイヤモンド社 

73 弁護士だけが知っているムダにモメない 33の方法 佐藤大和 ディスカヴァー・トゥエンティワン 

74 職業としての教師 佐藤明彦 時事通信出版局 

75 保護者と「ぶつからない」「味方をつくる」対応術! 城ヶ崎滋雄 学陽書房 

76 こわいもの知らずの病理学講義 仲野徹 晶文社 

77 あなたを悩ます困った人 : 障害やこころの病気を理解する 柴田豊幸 幻冬舎 

78 ヒューマンエラー 第 2版 小松原明哲 丸善 

79 お皿の上の生物学 小倉明彦 築地書館 

80 心に届く話し方 65のルール 松本和也 ダイヤモンド社 

81 生産性アップ!短時間で成果が上がる「ミーティング」と「会議」 沖本るり子 明日香出版社 

 
 
 
 

免許取得、採用から職場環境まで丸わかり 

スピーチ、プレゼンなどに効果抜群 


