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タイトル 作者等

私たちはどこから来て、どこへ行くのか?  池上彰

私たちは、どんな未来を生きるのか?  池上彰

デジタル化する新興国 : 先進国を超えるか、監視社会の到来か  伊藤亜聖

図書館の外は嵐 : 穂村弘の読書日記  穂村弘

女子読みのススメ  貴戸理恵

拝啓、本が売れません  額賀澪

その結晶にこめられたメッセージ  江本勝

あたらしい自分になる本  服部みれい

2020年6月30日にまたここで会おう : 瀧本哲史伝説の東大講義  瀧本哲史

いくつになっても、「ずっとやりたかったこと」をやりなさい。  ジュリア・キャメロン著 ; エマ・ライブリー著 ; 菅靖彦訳

いちからはじめる  松浦弥太郎

異教の隣人  釈徹宗

教養としての世界宗教史  島田裕巳

モノも石も死者も生きている世界の民から人類学者が教わったこと  奥野克巳

反応しない練習 : あらゆる悩みが消えていくブッダの超・合理的な「考え方」  草薙龍瞬

旅をする木  星野道夫

アメリカ居すわり一人旅  群ようこ 

これが日本の正体! : 池上彰への42の質問  池上彰

世界のリーダー、決断の行方  池上彰

グローバリズムのその先  池上彰

何もしない  ジェニー・オデル著 ; 竹内要江訳

ナショナリズムの美徳  ヨラム・ハゾニー著 ; 庭田よう子訳

池上彰のお金の学校 : 知らないと損する  池上彰

サステナブル資本主義 : 5%の「考える消費」が社会を変える  村上誠典

断片的なものの社会学  岸政彦

格差と分断の社会地図 : 16歳からの「日本のリアル」  石井光太

ノマド : 漂流する高齢労働者たち  ジェシカ・ブルーダー著 ; 鈴木素子訳

恐い間取り : 事故物件怪談  松原タニシ著

存在しない女たち : 男性優位の世界にひそむ見せかけのファクトを暴く  キャロライン・クリアド=ペレス著 ; 神崎朗子訳

パリのすてきなおじさん  金井真紀文と絵 ; 広岡裕児案内

カミングアウト  砂川秀樹

売春島 : 「最後の桃源郷」渡鹿野島ルポ  高木瑞穂

最後の秘境東京藝大 : 天才たちのカオスな日常  二宮敦人

大学でなにを学ぶか  隅谷三喜男

地球に住めなくなる日 : 「気候崩壊」の避けられない真実  デイビッド・ウォレス・ウェルズ著 ; 藤井留美訳

私の顔はどうしてこうなのか : 骨から読み解く日本人のルーツ  溝口優司

生き物の死にざま : はかない命の物語  稲垣栄洋

奇想版精神医学事典  春日武彦

総記

哲学

歴史
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自然科学



水道、再び公営化! : 欧州・水の闘いから日本が学ぶこと  岸本聡子

科学者が書いたワインの秘密 : 身体にやさしいワイン学  清水健一

モード後の世界  栗野宏文

愛のエネルギー家事 = ENERGY OF LOVE FOR HOUSEWORK  加茂谷真紀

ミツバチと文明 : 宗教、芸術から科学、政治まで文化を形づくった偉大な昆虫の物語  クレア・プレストン著 ; 倉橋俊介訳

おじさん酒場  山田真由美文 ; なかむらるみ絵

アートの秘密を説きあかす : Interviews & Writings. カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社光村推古書院編集部

このあとどうしちゃおう  ヨシタケシンスケ

現代音楽史 : 闘争しつづける芸術のゆくえ  沼野雄司

梶裕貴対談集 : えん  梶裕貴

ハニオ日記 1: 2016-2017  石田ゆり子

ハニオ日記 2: 2018-2019  石田ゆり子

ハニオ日記 3: 2019-2021  石田ゆり子

ディズニーと動物 : 王国の魔法をとく  清水知子

ジブリの仲間たち  鈴木敏夫

タモリ論  樋口毅宏

大人の語彙力が面白いほど身につく本 : 使いたい時にすぐ出てくる!  話題の達人倶楽部

日本人とリズム感 : 「拍」をめぐる日本文化論  樋口桂子

間違いだらけの文章教室  高橋源一郎

20の古典で読み解く世界史  本村凌二

日本のヤバい女の子  覚醒編  はらだ有彩

牧水の恋  俵万智

先端で、さすわさされるわそらええわ  川上未映子

夜景座生まれ  最果タヒ

今日は誰にも愛されたかった  谷川俊太郎

愛について 愛のパンセ 

ノッキンオン・ロックドドア  青崎有吾

木曜日にはココアを  青山美智子

スペードの3  朝井リョウ 

正欲  朝井リョウ 

火のないところに煙は  芦沢央

十角館の殺人  綾辻行人

つめたいよるに  江國香織

いつか記憶からこぼれおちるとしても  江國香織

泳ぐのに、安全でも適切でもありません  江國香織

号泣する準備はできていた  江國香織

東京タワー  江國香織

スイートリトルライズ  江國香織

きらきらひかる  江國香織

落下する夕方  江國香織

ぬるい眠り  江國香織

完全犯罪 : 加田伶太郎全集  福永武彦

産業

芸術・美術

言語

文学

技術・工学・工業



二十三時の夜食カフェ  古内一絵

女王さまの夜食カフェ  古内一絵

きまぐれな夜食カフェ  古内一絵

さよならの夜食カフェ  古内一絵

フェイク・インフルエンサー  白烏あずさ

本日は、お日柄もよく  原田マハ

独立記念日  原田マハ

キネマの神様  原田マハ

ソウルメイト  馳星周

光あれ  馳星周

笑うマトリョーシカ  早見和真

異常論文  樋口恭介

彼女は頭が悪いから  姫野カオルコ

ボッコちゃん  星新一

午後の恐竜  星新一

夏の騎士  百田尚樹

幻月と探偵  伊吹亜門

あひる  今村夏子

星の子  今村夏子

太陽と毒ぐも : 新装版  角田光代

むき出し  兼近大樹

ヘヴン  川上未映子

すべて真夜中の恋人たち  川上未映子

センセイの鞄  川上弘美

運命に、似た恋  北川悦吏子

玩具修理者  小林泰三

人間に向いてない  黒澤いづみ

夜空に泳ぐチョコレートグラミー  町田そのこ

女が死ぬ  松田青子

神様ゲーム  麻耶雄嵩

ののはな通信  三浦しをん

盤上の夜  宮内悠介

出会いなおし  森絵都

パン屋再襲撃 : 新装版  村上春樹

地球星人  村田沙耶香

愛と死  武者小路実篤

滅びの前のシャングリラ = Shangri-La before the destruction  凪良ゆう

浅田家!  中野量太

うつくしい人  西加奈子

おまじない  西加奈子

少女不十分  西尾維新

デリバリールーム  西尾維新

月の満ち欠け  佐藤正午



君が夏を走らせる  瀬尾まいこ

おしまいのデート  瀬尾まいこ

強運の持ち主  瀬尾まいこ

夜明けのすべて  瀬尾まいこ

かぞえきれない星の、その次の星  重松清

明日は結婚式  小路幸也

君と歩いた青春  小路幸也

鼻  曽根圭介

革命前夜  須賀しのぶ

もどかしいほど静かなオルゴール店  瀧羽麻子

噛みあわない会話と、ある過去について  辻村深月

傲慢と善良  辻村深月

ふちなしのかがみ  辻村深月

ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ。  辻村深月

変な家  雨穴

桜のような僕の恋人  宇山佳佑

ぼくは勉強ができない  山田詠美

ブルーもしくはブルー  山本文緒

ふたりみち  山本幸久

ここは退屈迎えに来て  山内マリコ

かわいい結婚  山内マリコ

長い終わりが始まる  山崎ナオコーラ

本と鍵の季節  米澤穂信

月とコーヒー  吉田篤弘

ブランケット・ブルームの星型乗車券  吉田篤弘

なんくるない  よしもとばなな

キッチン  吉本ばなな

100万回の言い訳  唯川恵

ランチのアッコちゃん  柚木麻子

いくつもの週末  江國香織

物語のなかとそと  江國香織

20代で得た知見  F

私とは何か : 「個人」から「分人」へ  平野啓一郎

さるのこしかけ  さくらももこ

イヤシノウタ  吉本ばなな

すばらしい日々  よしもとばなな

自転車泥棒  呉明益著 ; 天野健太郎訳

アーモンド  ソン・ウォンピョン著 ; 矢島暁子訳

三十の反撃 = The counterattack of thirty  ソンウォンピョン著 ; 矢島暁子訳

すべての瞬間が君だった : きらきら輝いていた僕たちの時間  ハテワン著 ; 呉永雅訳

風雲編 東京創元社

あなたの人生の物語  テッド・チャン著 ; 浅倉久志他訳

マーダーボット・ダイアリー 上  マーサ・ウェルズ著 ; 中原尚哉訳 

マーダーボット・ダイアリー 下  マーサ・ウェルズ著 ; 中原尚哉訳

神さまの貨物  ジャン=クロード・グランベール著 ; 河野万里子訳

ウサギ料理は殺しの味  ピエール・シニアック著 ; 藤田宜永訳

ロシア怪談集 : 新装版  沼野充義


