
登録月 著　者　名 書　　名 出版社

8月 文芸春秋8月号 文芸春秋

8月 文芸春秋9月号 文芸春秋

8月 凪良ゆう 流浪の月 東京創元社

8月 東野圭吾 クスノキの番人 実業之日本社

8月 村上春樹 一人称単数 文芸春秋

8月 中野信子 人は、なぜ他人を許せないのか アスコム

8月 劉　慈欣 三体Ⅱ　上 早川書房

8月 劉　慈欣 三体Ⅱ　下 早川書房

8月 村上春樹 猫を棄てる 文藝春秋

8月 五木寛之　 大河の一滴 幻冬舎文庫

8月 カミュ ペスト 新潮文庫

8月 湊かなえ カケラ 集英社

9月 文芸春秋10月号 文芸春秋

9月 伊坂幸太郎 ホワイトラビット 新潮文庫

9月 北方健三 チンギス紀６　断金. 集英社

9月 北方健三 チンギス紀７　虎落. 集英社

9月 宮部みゆき きたきた捕物帖 PHP研究社

9月 伊坂幸太郎 逆ソクラテス 集英社

9月 馳星周 少年と犬 文藝春秋

9月 きょうりゅうずかん 成美堂

9月 門田隆将 疫病2020 産経新聞出版

9月 上原泰 知りたかったからだのこと 祥伝社

9月 大西智子 ふるえるからだ 光文社

9月 近藤史恵 マカロンはマカロン 創元推理文庫

10月 今野敏 リオ　警視庁強行犯係　樋口顕 新潮文庫

10月 今野敏 アンカー 集英社文庫

10月 池上彰 池上彰のやさしい経済学 日経ビジネス文庫
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10月 ルディー和子 経済の不都合な話 日経プレミアシリーズ

10月 トム・クランシー 米中開戦 新潮文庫

10月 文芸春秋11月号 文芸春秋

10月 デビッドAシンクレア Life Span 老いなき世界 東洋経済

10月 池井戸潤 半沢直樹　アルルカンと道化師 講談社

10月 ブレディみかこ ワイルドサイドをほっつき歩け 筑摩書房

10月 武田友紀 繊細さんの本 飛鳥新社

10月 森下典子　 日々是好日 新潮文庫

10月 畠山健二 本所おけら長屋（13） PHP文芸文庫

10月 宮本輝 灯台からの響き 集英社

10月 伊藤裕靖 邦人奪還 新潮社

10月 今村翔吾 じんかん 講談社

10月 阿部智里 楽園の烏 文藝春秋

10月 東野圭吾 マスカレード・イブ 講談社文庫

11月 文芸春秋12月号 文芸春秋

11月 夏川草介 始まりの木 小学館

11月 桐野夏生 日没 岩波書店

11月 北岡伸一 明治維新の意味 新潮選書

11月 凪良ゆう 滅びの前のシャングリラ 中央公論新社

11月 ユバルノアハラリ パンデミック 河出書房新社

11月

11月 朝井リョウ スター 朝日新聞出版

11月 水野敬也 夢をかなえるゾウ　1 文嚮社

11月 水野敬也 夢をかなえるゾウ　２ 文嚮社

11月 桜木紫乃 ホテルローヤル 集英社文庫

11月 畠山健二 本所おけら長屋（14） PHP文芸文庫

11月 畠山健二 本所おけら長屋（15 PHP文芸文庫

12月 文芸春秋1月号 文芸春秋



登録月 著　者　名 書　　名 出版社

12月 池澤夏樹 ワカタケル 日本経済新聞出版

12月 瀬尾まいこ 夜明けのすべて 水鈴社

12月 住野よる この気持ちもいつか忘れる 新潮社

12月 東野圭吾 ブラックショーマンと名もなき町の殺人 光文社

12月 F 20代で得た知見 KADOKAWA

12月 小川糸 とわの庭 新潮社

12月 増本康平 老いと記憶 中公新書

12月 伊吹有喜 犬がいた季節 双葉社

12月 茂木誠 世界史で学べ！地政学 祥伝社黄金文庫

12月 河野啓 デス・ゾーン 栗城史多のエベレスト劇場 集英社

12月 エンツエンスベルガー 数の悪魔　算数・数学が楽しくなる12夜 晶文社

12月 播田安広 日本史サイエンス 講談社

12月 松浦啓一 けなげな魚図鑑 X-Knowledge

12月 高樹のぶ子 業平 日本経済新聞出版

12月 若林正恭 表参道とセレブ県とカバーニャ要塞の野良犬 文春文庫

12月 矢部健太郎 戦国武将大事典 西東社

1月 文芸春秋2月号 文芸春秋

1月 鈴木亮平 行った気になる世界遺産 ワニブックス

1月 新川帆立 元彼の遺言状 宝島社

1月 内館牧子 今度生まれたら 講談社

1月 辛酸なめこ 女子高礼賛 中公新書ラクレ

1月 ひすいこたろう あした死ぬかもよ
ディスカバー・トゥウェン

ティワン

1月 百田尚樹 野良犬の値段 幻冬舎

1月 加藤シゲアキ オルタネート 新潮社.

1月 吉田類 酒は人の上に人を造らず 中公新書

1月 町田そのこ 52ヘルツのクジラたち 中央公論新社

1月 内海健 金閣寺を焼かねばならぬ 河出書房新書

2月 文芸春秋3月号 文芸春秋
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2月 西野亮廣 ゴミ人間 KADOKAWA

2月 樋口恵子 老～いどん！ 婦人之友社

2月 宮城谷昌光 公孫龍 新潮社

2月 宇佐見りん 推し燃ゆ 河出書房新社

2月 西條奈加 心淋し川 集英社

2月 堂場瞬一 時効の果て ハルキ文庫

2月 垣根涼介 光秀の定理 角川文庫

2月 北方謙三 チンギス紀八　杳冥 集英社

2月 山本文緒 自転しながら公転する 新潮社

2月 橘慶太 ぶっちゃけ相続 ダイヤモンド社

2月 ジョージ・オーウェル １９８４年 ハヤカワ文庫

3月 文芸春秋4月号 文芸春秋

3月 乃至政彦 謙信越山 ワニブックス

3月 山田詠美 血も涙もある 新潮社

3月 奥田英朗 コロナと潜水服 光文社

3月 斎藤幸平 人新世の資本論 集英社新書

3月 青山美智子 お探し物は図書室まで ポプラ社

3月 凪良ゆう 私の美しい庭 ポプラ社

3月 佐藤多佳子 いつの空にも星が出ていた 講談社

3月 清水ともみ 命がけの証言 WAC

3月 アンデシュ・ハンセン スマホ脳 新潮新書

3月 村山由佳 風よあらしよ 集英社

3月 手嶋龍一 鳴かずのカッコウ 小学館

3月 山形洋平 眠れなくなるほど面白い　微生物の話 日本文芸社

3月 荻野剛志 眠れなくなるほど面白い　人体の不思議 日本文芸社

3月 佐藤賢一 ハンニバル戦争 中央公論新社


