
登録月 著　者　名 書　　名 出版社

3月 文芸春秋４月号 文芸春秋

3月 島本理生　辻村美月 はじめての 水鈴社

3月 青山美智子 赤と青とエスキース PHP

3月 林美智子 奇跡 講談社

3月 須川邦彦 無人島に生きる16人 新潮文庫

3月 ジャレド・ダイアモンド 銃・病原菌・鉄（上） 草思社文庫

3月 ジャレド・ダイアモンド 銃・病原菌・鉄（下） 草思社文庫

3月 朝井まかて ボタニカ 祥伝社

2月 文芸春秋3月号 文芸春秋

2月 瀬戸内寂聴 寂聴　97歳の遺言 朝日新書

2月 堤未果 デジタル・ファシズム NHK出版新書

2月 今野敏 探花 新潮社

2月 浅田次郎 母の待つ里 新潮社

2月 星野源 いのちの車窓から 角川文庫

2月 砂原浩太朗 黛家の兄弟 KADOKAWA

2月 原田マハ　ヤマザキマリ 妄想美術館 SB新書

1月 文芸春秋2月号 文芸春秋

1月 伊集院静 ミチクサ先生　上 講談社

1月 伊集院静 ミチクサ先生　下 講談社

1月 林真理子 李王家の縁談 文藝春秋

1月 浅倉秋成 6人の嘘つきな大学生 角川書店

1月 太田泰彦 2030　半導体の地政学 日本経済新聞出版

1月 半藤一利 戦争というもの PHP

1月 養老孟司 ヒトの壁 新潮新書

1月 本郷和人 北条家の時代 文春新書

1月 南原詠 特許やぶりの女王 宝島社
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登録月 著　者　名 書　　名 出版社

1月 米原万里 真夜中の太陽 中公文書

1月 遠藤周作 影に対して 新潮社

12月 文芸春秋1月号 文芸春秋

12月 三浦佑之 「海の民」の日本神話 新潮選書

12月 Yuji 風の時代の未来予測 講談社

12月 中村恒子 うまいこと老いる生き方 すばる舎

12月 今村翔吾 塞翁の盾 集英社

12月 湊かなえ 残照の頂 幻冬舎

12月 和田秀樹 70歳が老化の分かれ道 思想社新書

12月 小池真理子 月夜の森の梟 朝日新聞出版

12月 原田ひ香 三千円の使い方 中公文庫

12月 井上荒野 あちらにいる鬼 朝日文庫

11月 文芸春秋12月号 文芸春秋

11月 田島木綿子 海獣学者クジラを解剖する 山と渓谷社

11月 新川帆立 倒産手続きの彼女 宝島社

11月 柚月裕子 ミカエルの鼓動 文藝春秋

11月 伊坂幸太郎 ペッパーズ・ゴースト 朝日新聞出版

11月 眞邊明人 もしも徳川家康が総理大臣になったら サンマーク出版

11月 朝比奈あすか 翼の翼 光文社

11月 吉川英治 マンガ三国志　Ⅰ 飛鳥新社

11月 吉川英治 マンガ三国志　Ⅱ 飛鳥新社

11月 吉川英治 マンガ三国志　Ⅲ 飛鳥新社

11月 畠山健二 本所おけら長屋（17） PHP文芸文庫

11月 澤田瞳子 星落ちて、なお 文藝春秋

11月 佐藤愛子 98歳。戦いやまず日は暮れず 小学館

11月 知念実希人 硝子の塔の殺人 実業之日本社

１０月 文芸春秋10月号 文芸春秋

１０月 文芸春秋11月号 文芸春秋



登録月 著　者　名 書　　名 出版社

１０月 北方謙三 チンギス紀十　星芒 集英社

１０月 川口利和 さよならも言えないうちに サンマーク出版

１０月 荒木健太郎 すごすぎる　天気の図鑑 KADOKAWA

１０月 村木風海 火星に住むつもりです 光文社

１０月 赤川次郎 狐色のマフラー 光文社文庫

１０月 池井戸潤 民王　シベリアの陰謀　 角川書店

１０月 東野圭吾 透明な螺旋 文藝春秋

１０月 山本健人 すばらしい人体 ダイヤモンド社

１０月 池井戸潤 民王 角川文庫

８月 文芸春秋9月号 文芸春秋

８月 エドワード・ルトリック ラストエンペラー習近平 文春新書

８月 馬渕睦夫 ディープステート WAC

８月 佐藤究 テスカトリポカ KADOKAWA

８月 北方謙三 日輪 集英社

８月 水野敬也 夢を育てるゾウ３ 文嚮社

８月 マイケル・サンデル 実力も運のうち 早川書房

８月 中山七里 護られなかった者たちへ 宝島社文庫

８月 藤井聡・木村盛世 ゼロコロナという病 産経セレクト

7月 文芸春秋8月号 文芸春秋

7月 劉 慈欣 三体Ⅲ　下 早川書房

7月 辻村深月 琥珀の夏 文藝春秋

7月 矢部太郎 ぼくのお父さん 新潮社

7月 原田マハ リボルバー 幻冬舎

7月 平野啓一郎 本心 文藝春秋

7月 米澤穂信 黒牢城 角川書店

7月 森村誠一 老いる意味 中公新書ラクレ

6月 文芸春秋７月号 文芸春秋

6月 横山明日希 文系も理系もはまる数学クイズ100 青春出版社



登録月 著　者　名 書　　名 出版社

6月 一穂ミチ スモールワールズ 講談社

6月 瀬尾まいこ その扉をたたく音 集英社

6月 劉 慈欣 三体Ⅲ　上 早川書房

6月 夏川草介 臨床の砦 小学館

6月 三浦しをん エレジーは流れない 双葉社

6月 林真理子 小説8050 新潮社

6月 山中泉 「アメリカ」の終わり 方丈社

6月 南杏子 いのちの停車場 幻冬舎文庫

5月 文芸春秋6月号 文芸春秋

5月 朝井リョウ 正欲 新潮社

5月 東野圭吾 白鳥とコウモリ 幻冬舎

5月 青木厚 空腹こそ最強のクスリ アスコム

5月 井上靖 氷壁 新潮文庫

5月 矢部太郎 大家さんと僕と僕 新潮社

5月 野沢慎司 ステップファミリー 角川新書

5月 順天堂大医学部 長生き部屋トレ 文書社

4月 文芸春秋5月号 文芸春秋

4月 伊予原新 八月の銀の雪 新潮社

4月 リンダ・グラットン LIFE　SHIFT 東洋経済

4月 カズオ・イシグロ クララとお日さま 早川書房

4月 船戸崇史 がんが消えていく生き方 YUSABUL

4月 宮城谷昌光 三国志入門 文春新書

4月 伊集院静 ひとりをたのしむ 講談社

4月 藤野千夜 じい散歩 双葉社

4月 畠山健二 本所おけら長屋（16） PHP文芸文庫

4月 マシュー・サイド 失敗の科学 ディスカバリー

4月 青柳碧人 赤ずきん、旅の途中で死体と出会う 双葉社


