
● 千年の読書　人生を変える本との出会い 三砂慶明 （誠文堂新光社）

● フランスの高校生が学んでいる
10人の哲学者

シャルル・ぺペン【著】
／永田千奈【翻訳】

（草思社）

● もし幕末に広報がいたら 鈴木正義【著】
／金谷俊一郎【監修】

（日経BP）

● 「それから」の大阪 スズキナオ （集英社）

● ＪＫ、インドで常識ぶっ壊される 熊谷はるか （河出書房新社）

● はたらく内臓 坂井建雄【監修】 （中央公論新社）

● 医者がすすめるクッキングリハビリ 丸田敦司／小原由紀
萱島裕美／合馬慎ニ

（海鳥社）

教養・実用書
『人生を変える1冊」に

めぐり合うためのヒントが

あるかも！！



● サスティナブルに暮らしたい 服部雄一郎／服部麻子 （中央出版）

● いちばん楽しい
マンションの間取り図鑑

リノべる。【著】 （エクスナレッジ）

● 大人が楽しむ多肉植物 （ブティック社）

● これならできる！　DIYで作る収納家具 山田芳照 （ナツメ社）

● さばの缶づめ、宇宙へいく 小坂康之／林公代 （イーストプレス）

● 交通誘導員ヨレヨレ日記 柏耕一 （フォレスト出版）

● 母ちゃんのフラフープ 田村淳 （ブックマン社）

● 朝鮮と古代日本文化
司馬遼太郎
上田正昭、金達寿【編集】

（中央公論社）

● 日本の渡来文化
司馬遼太郎
上田正昭、金達寿【編集】

（中央公論社）

● デジタル・ファシズム 堤未果 （ＮＨＫ出版）

● サラ金の歴史　　　　　 小島庸平 （中央公論新社）

● 生物なぜ死ぬのか 小林武彦 （講談社）

● 荘園 伊藤俊一 （中央公論新社）

「宇宙食、

作れるんちゃう？」

そんな高校生の

一言からはじまった

大気圏突破

ノンフィクション

新書

大賞



● 妄想美術館 原田マハ
／ヤマザキマリ

（ＳＢクリエイティブ）

● 手持ちの服でなんとかなります 杉山律子 （サンマーク出版）

● 小さな女の子の可憐なお洋服
　－Heart Warming　Life　Seriesー

K　du　ciel　石原美緒 （日本ヴォーグ社）

● おんなのこのよそいきドレス 月居良子 （文化出版局）

● 私たちの欲しい和布の洋服 岡崎光子 （グラフィック社）

● 着物、帯のリメイクでバッグとこもの 吉澤瑞恵 （ブティック社）

● ハギレのレシピ （ブティック社）



● 海をあげる 上間 陽子 （筑摩書房）

● 父のビスコ 平松洋子 （小学館）

● 吉祥寺ドリーミン 山田詠美 （小学館）

● 幸田文　老いの身じたく 幸田文【著】
／幸田奈緒【編集】

（平凡社）

● 100歳まで生きてどうするんですか？ 末井昭 （中央公論新社）

● 作家と珈琲 平凡社編集部
／平凡社【編】

（平凡社）

● にっこり、洋食　―おいしい文藝ー 江國香織、他 （河出書房新社）

● ここに物語が 梨木香歩 （新潮社）

　　小説・文芸書



● 今を生きるあなたへ 瀬戸内寂聴
／瀬尾まなほ

（SBクリエイティブ）

● 生物としての静物 開口健 （河出書房新社）

● 遅く起きた日曜日に
いつもの自分じゃない方を選ぶ

スズキナオ （スタンドブックス）

● 人間が生きているって
こういうことかしら？

中村桂子
／内藤いずみ

（ポプラ社）

● ひとまず上出来 ジェーン・スー （文藝春秋）

● 開口一番 開高健 （新潮社）

● かけがえのない贈り物
ままやと姉・向田邦子

向田和子 （文藝春秋）

● 花のきもの 宮尾登美子 （講談社）

★ ヴァイオレット・エヴァーガーデン　 暁佳奈【著】
／高瀬亜貴子【イラスト】

（京都アニメーション）

・上巻
・下巻
・外伝
・エヴァー・アフター



● 夏の体温 瀬尾まいこ （双葉社）

● ミス・サンシャイン 吉田修一 （文芸春秋）

● 奇跡 林真理子 （講談社）

● 六つの村を越えて髭をなびかせる物 西條奈加 （PHP研究所）

● ミス・パーフェクトが行く！ 横関大 （幻冬舎）

● 項羽と劉邦〈上〉〈中〉〈下〉 司馬遼太郎 （新潮社）

● 鬼龍院花子の生涯 宮尾登美子 （文藝春秋）

● 櫂 宮尾登美子 （新潮社）

● おはようおかえり 近藤史恵 （PHP研究所）

● 花盛りの椅子 清水裕貴 （集英社）

● 松岡葵の生徒会日記 明島あさこ （幻冬舎）

出会ってしまった女は、梨園の妻で、母親だったーー

正しく高潔な二人は、まさに「奇跡」

数々の恋愛小説を手掛けた林真理子が、

一生に一度描かずにはいられなかった

”本当にあった”愛の物語

夏休み、入院中の小学3年生瑛介。

退屈な毎日にいらいらしていると、

同学年で遊びの達人・壮太がやってきた

2人の時間はとても楽しいけれど、

一緒にいられるのはあと少し・・・・・・



● 砂嵐に星屑 一穂ミチ （幻冬舎）

● ミシンと金魚 永井みみ （集英社）

● 利休にたずねよ 山本兼一 （PHP研究所）

● 不倫のオーラ 林真理子 （文藝春秋）

舞台は大阪のテレビ局

性別も世代も違う4人には、それぞれ悩

みも壁もある

さて、どう生きようか？

まじめな姉と自由奔放な妹

ある日、妹に曾祖母の魂が

乗り移って……

少し不思議であたたかな

家族の物語

選考委員絶賛

すばる文学賞受賞作品

認知症を患う”カケイさん”が語る

凄絶な「女の一生」とは？

傷ついた古家具には、無数の命が仕

舞われている。

山の中に佇む「森野古家具店」

そこには様々な物語とともに

被災家具が集まってきます……



● 人間ぎらい 田辺聖子 （新潮社）

● 螢川・泥の河 宮本輝 （新潮社）

● 雪が降る 藤原伊織 （講談社）

★ 館シリーズ 綾辻行人 （講談社）

・　十角館の殺人
・　水車館の殺人
・　迷路館の殺人
・　人形館の殺人
・　時計館の殺人（上）（下）
・　黒猫館の殺人
・　暗黒館の殺人（一）～（四）
・　びっくり館の殺人
・　奇面館の殺人（上）（下）

日本のミステリー界に大きな影響を

与え、新本格ミステリーブームを

引き起こした衝撃の『館シリーズ』

ついに入荷！！


