
タ イ ト ル 著者名 タ イ ト ル 著者名
1 IT研究者のひらめき本棚 情報処理学会会誌編集委員会／編 58 ナラタージュ 島本　理生／著

2 あの人が好きって言うから…有名人の愛読書50冊読んでみた ブルボン小林／著 59 人間力を高める読書法 武田　鉄矢／著

3 アンソーシャルディスタンス 金原　ひとみ／著 60 熱源 川越　宗一／著

4 1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365 デイヴィッド・S.キダー／著 61 熱帯 森見　登美彦／著

5 1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365　現代編 デイヴィッド・S.キダー／著 62 博士の愛した数式 小川　洋子／著

6 1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365　人物編 デイヴィッド・S.キダー／著 63 破局 遠野　遙／著

7 1万人の脳を見た名医が教えるすごい左利き 加藤　俊徳／著 64 パチンコ　上 ミン・ジン・リー／著

8 1冊読み切る読書術 齋藤　孝／著 65 パチンコ　下 ミン・ジン・リー／著

9 一生モノの教養が身につく世界の古典 必読の名作・傑作200冊 佐藤　優／監修 66 花束は毒 織守　きょうや／著

10 渦 大島　真寿美／著 67 バナナの魅力を100文字で伝えてください 柿内　尚文／著

11 君の膵臓をたべたい 住野　よる／著 68 ビオレタ 寺地　はるな／著

12 九州の100冊 西日本新聞「九州の100冊」取材班／著 69 彼岸花が咲く島 李　琴峰／著

13 今日は何の日?今日も本の日! 逢坂肇と流泉書房の仲間たち／著 70 羊と鋼の森 宮下　奈都／著

14 狂女たちの舞踏会 ヴィクトリア・マス／著 71 秘密 谷崎　潤一郎／著

15 クジラの彼 有川　浩／著 72 100万回死んだねこ 福井県立図書館／編著

16 暗がりで本を読む 徳永　圭子／著 73 フーガはユーガ 伊坂　幸太郎／著

17 黒牢城 米澤　穂信／著 74 舟を編む 三浦　しをん／著

18 ここに物語が 梨木　香歩／[著] 75 プラナリア 山本　文緒／著

19 子どもを読書好きにするために親ができること 白坂　洋一／著 76 フランス人は10着しか服を持たない ジェニファー・L.スコット／著

20 これだけは読んでおきたいすてきな絵本100 木村　美幸／著 77 ベストセラーに学ぶ最強の教養 佐藤　優／著

21 齋藤孝の冒頭文de文学案内 斎藤　孝／著 78 星に願いを、そして手を。 青羽　悠／著

22 三体 劉　慈欣／著 79 本を読めなくなった人のための読書論 若松　英輔／著

23 ジェノサイド 高野　和明／著 80 本と体 高山　なおみ／著

24 時間がない人のための即効読書術 坪井　賢一／著 81 本には読む順番がある 齋藤　孝／[著]

25 詩集『青猫』より 萩原　朔太郎／著 82 本は読んだらすぐアウトプットする! 齋藤　孝／著

26 死にたがりの君に贈る物語 綾崎　隼／著 83 本屋図鑑 いまがわ　ゆい／著

27 <自分>を知りたい君たちへ 養老　孟司／著 84 本屋大賞　2022 本の雑誌編集部／編

28 自分の頭で考える読書 荒木　博行／著 85 ミシンと金魚 永井　みみ／著

29 10代のための読書地図 本の雑誌編集部／編 86 ミ・ト・ン 小川　糸／文

30 首里の馬 高山　羽根子／著 87 村上海賊の娘　上巻 和田　竜／著

31 瞬読 山中　恵美子／著 88 村上海賊の娘　下巻 和田　竜／著

32 小学校学年別知識読みもの240 福岡　淳子／編 89 迷犬マジック 山本　甲士／著

33 小説という毒を浴びる 桜庭　一樹／著 90 名著のツボ 石井　千湖／著

34 植物図鑑 有川　浩／著 91 もっとある!学校図書館の司書が選ぶ小中高生におすすめの本220 東京・学校図書館スタンプラリー実行委員会／編著

35 書店主フィクリーのものがたり ガブリエル・ゼヴィン／著 92 物語の海を泳いで 角田　光代／著

36 人生おたすけ処方本 三宅　香帆／著 93 もものかんづめ さくら　ももこ／著

37 人生の教養を高める読書法 武田　鉄矢／著 94 夢十夜 夏目　漱石／著

38 「すぐやる人」の読書術 塚本　亮／著 95 「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく東大読書 西岡　壱誠／著

39 背高泡立草 古川　真人／著 96 読む本で、人生が変わる。 中谷　彰宏／著

40 世界がぐっと近くなるSDGsとボクらをつなぐ本 池上　彰／監修 97 夜は短し歩けよ乙女 森見　登美彦／著

41 世界から猫が消えたなら 川村　元気／著 98 ラブカは静かに弓を持つ 安壇　美緒／著

42 世界で読み継がれる子どもの本100 コリン・ソルター／著 99 リボルバー 原田　マハ／著

43 世界の自己啓発50の名著 T.バトラー=ボードン／[著] 100 レインボーブックガイド 草谷　桂子／著

44 世界の夢の本屋さんに聞いた素敵な話 ボブ・エクスタイン／著 101 歴史を変えた100冊の本 スコット・クリスチャンソン／著

45 忖度しません 斎藤　美奈子／著 102 我が友、スミス 石田　夏穂／著

46 たゆたえども沈まず 原田　マハ／著 103 私が食べた本 村田　沙耶香／著

47 誰かがこの町で 佐野　広実／著 104 わたしのなつかしい一冊 池澤　夏樹／編

48 知識を操る超読書術 メンタリストDaiGo／著 105 悪いものが、来ませんように 芦沢　央／著

49 中古典のすすめ 斎藤　美奈子／著

50 月に3冊、読んでみる? 酒井　順子／著

51 テスカトリポカ 佐藤　究／著

52 読書革命 金川　顕教／著

53 読破できない難解な本がわかる本 富増　章成／著

54 図書館の外は嵐 穂村　弘／著

55 図書室のはこぶね 名取　佐和子／著

56 どんな絵本を読んできた? 「この絵本が好き!」編集部／編

57 7.5グラムの奇跡 砥上　裕將／著
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