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タイトル (巻・版) 著者 出版者 タイトル (巻・版) 著者 出版者

世界史劇場春秋戦国と始皇帝の誕生 神野正史　著 ベレ出版 包帯クラブ　ルック・アット・ミー！ 天童荒太 筑摩書房

アンゲラ・メルケル マリオン・ヴァン・ランテルゲム 東京書籍 レジェンドアニメ! 辻村深月　著 マガジンハウス

世界史と時事ニュースが同時にわかる新地政学 長谷川敦　著 朝日新聞出版 ミッドナイト・ライブラリー マット・ヘイグ　著 ハーパーコリンズ・ジャパン

脱炭素革命への挑戦 堅達京子　著 山と溪谷社 夏の体温 瀬尾まいこ　著 双葉社

かこさとしと紙芝居 かこさとし　著 童心社 ニセ姉妹 山崎ナオコーラ　著 中央公論新社

差別はたいてい悪意のない人がする キムジヘ　著 大月書店 おしゃべりな部屋 川村元気　著 中央公論新社

清少納言を求めて、フィンランドから京都へ ミア・カンキマキ　著 草思社 「自分だけの答え」が見つかる13歳からのアート思考 末永幸歩　著 ダイヤモンド社

名画のドレス 内村理奈　著 平凡社 珈琲店タレーランの事件簿　7 岡崎琢磨　著 宝島社

赤と青とエスキース 青山美智子　著 PHP研究所 高校生と考える新時代の争点21 桐光学園中学校・高等学校　 左右社

世界の「頭のいい人」がやっていることを1冊にまとめてみた 中野信子　著 アスコム ジュリアン・バトラーの真実の生涯 川本直　著 河出書房新社

新しい星 彩瀬まる　著 文藝春秋 これからの住まい 川崎直宏 岩波書店

宮沢賢治と学ぶ宇宙と地球の科学 柴山元彦　編 創元社 検察審査会 デイビッド・T・ジョンソン 岩波書店

東大No.1頭脳が教える頭を鍛える5つの習慣 水上颯　著 三笠書房 森と木と建築の日本史 海野聡 岩波書店

なりきり訳枕草子 清少納言　著 淡交社 学問と政治 芦名定道 岩波書店

アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か? カトリーン・マルサル　著 河出書房新社 新型コロナの不安に答える 宮坂昌之　著 講談社

山亭ミアキス 古内一絵　著 KADOKAWA なぜ宇宙は存在するのか 野村泰紀 講談社

ヨーロッパ史入門 池上俊一　著 岩波書店 遺伝子とは何か？ 中屋敷均 講談社

ヨーロッパ史入門 池上俊一　著 岩波書店 楽器の科学 フランソワ・デュボワ 講談社

我が友、スミス 石田夏穂　著 集英社 オッサンの壁 佐籐千矢子 講談社

オン・ザ・プラネット 島口大樹　著 講談社 人生百年の教養 亀山郁夫 講談社

古道具おもかげ屋 田牧大和　[著] ポプラ社 カラマーゾフの兄弟 ドストエフスキー　著 春秋社

サヨナラ自転車 櫻川さなぎ　[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン タラント 角田光代　著 中央公論新社

うちの執事に願ったならば　9 高里椎奈　[著] KADOKAWA 歴史を哲学する 野家啓一　著 岩波書店

あいつゲイだって 松岡宗嗣　著 柏書房 名探偵と海の悪魔 スチュアート・タートン 文藝春秋

ペイント イヒヨン　著 イースト・プレス ビブリア古書堂の事件手帖　3 三上延　[著] KADOKAWA

世界史の考え方 小川幸司　編 岩波書店 新型コロナウイルスと私たちの社会　４ 森達也　編著 論創社

タリバン台頭 青木健太 岩波書店 燕は戻ってこない 桐野夏生　著 集英社

ドキュメント〈アメリカ世〉の沖縄 宮城修 岩波書店 極北の動物誌 ウィリアム・プルーイット　著 山と溪谷社

人新世の科学 オズワルド・シュミッツ 岩波書店 ゲンロン戦記 東浩紀　著 中央公論新社

「死にたい」「消えたい」と思ったことがあるあなたへ 河出書房新社　編 河出書房新社 サラ金の歴史 小島庸平　著 中央公論新社

楽園ジューシー 坂木司　著 KADOKAWA 歴史修正主義 武井彩佳　著 中央公論新社

青天を衝け　2 大森美香　作 NHK出版 「利他」とは何か 伊藤亜紗　著 集英社

青天を衝け　3 大森美香　作 NHK出版 ティンカー・ベル殺し 小林泰三　著 東京創元社

青天を衝け　4 大森美香　作 NHK出版 個人心理学講義 アルフレッド・アドラー　著 アルテ

げいさい 会田誠　著 文藝春秋 最後の講義完全版これからの時代を生きるあなたへ 上野千鶴子　著 主婦の友社

Schoolgirl 九段理江　著 文藝春秋 男の子になりたかった女の子になりたかった女の子 松田青子　著 中央公論新社

暇と退屈の倫理学 國分功一郎　著 新潮社 予告された殺人の記録 G.ガルシア・マルケス　[著] 新潮社

ゼロから学ぶ量子力学 竹内薫 講談社 良い値決め悪い値決め 田中靖浩　著 日本経済新聞出版社

統計学が見つけた野球の心理 鳥越規央 講談社 ねこはるすばん 町田尚子　作 ほるぷ出版

日本人の「遺伝子」からみた病気になりにくい体質のつくりかた 奥田昌子 講談社 FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM J.K. Rowling　著 sphere

現代思想入門 千葉雅也　著 講談社 「トランプ信者」潜入一年 横田増生　著 小学館

独学の思考法 山野弘樹　著 講談社 仕事から見た「2020年」 リクルートワークス研究所　 慶應義塾大学出版会

人はどう死ぬのか 久坂部羊　著 講談社 生皮 井上荒野　著 朝日新聞出版

If I Was a Banana Alexandra Tylee　著 Gecko Press ラヴクラフト全集　3 H.P.ラヴクラフト　訳 東京創元社

密室黄金時代の殺人 鴨崎暖炉　著 宝島社 ラヴクラフト全集　4 H.P.ラヴクラフト　訳 東京創元社

東京の生活史 岸政彦　編 筑摩書房 「問う」を学ぶ 加藤哲彦　編 トイビト

母の待つ里 浅田次郎　著 新潮社 ジェンダーで読み解く男性の働き方・暮らし方 多賀太　著 時事通信出版局

ショートケーキ。 坂木司　著 文藝春秋


