
資料名 著者名 出版者

1 鎌倉残影 朝井 まかて KADOKAWA

2 「神様」のいる家で育ちました 菊池 真理子 文藝春秋

3 ULTIMATE EDITION 阿部 和重 河出書房新社

4 あこがれ 瀬戸内 寂聴 新潮社

5 イコトラベリング1948- 角野 栄子 KADOKAWA

6 ウクライナから来た少女ズラータ、16歳の日記 ズラータ　イヴァシコワ 世界文化ブックス

7 エリザベス女王 日経ナショナルジオグラフィック

8 かんたん、かわいい!パネルシアター ナツメ社

9 これ、台所でつくれます。 農山漁村文化協会 農山漁村文化協会

10 さっちゃんは、なぜ死んだのか? 真梨 幸子 講談社

11 さつまいものお菓子 若山 曜子 家の光協会

12 サブスクの子と呼ばれて 山田 悠介 河出書房新社

13
ずっと元気でいたければ

60歳から食事を変えなさい
森 由香子 青春出版社

14 チコちゃんの素朴なギモン365
NHK「チコちゃんに叱られ

る!」制作班
宝島社

15 とりあえずお湯わかせ 柚木 麻子 NHK出版

16 なんとかしなくちゃ。 青雲編 恩田 陸 文藝春秋

17 プリテンド・ファーザー 白岩 玄 集英社

18 ぽっちゃりさんもいろいろ気にせず着たい服 月居 良子 文化学園文化出版局

19 まるい三角関係 清水 ミチコ 中央公論新社

20 めでる張り子 アトリエおはよう 文化学園文化出版局

21 モノガタリは終わらない モノガタリプロジェクト 集英社

22 ゆれる階 村松 友視 河出書房新社

23 らくらく手打ちそば 岩波 金太郎 農山漁村文化協会

24 闇の聖域 佐々木 譲 KADOKAWA
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25 一生使えるスープと汁もの大全 吉澤 まゆ 池田書店

26 奄美ごはん 恵上 イサ子 東京ニュース通信社

27 鎌倉殿の13人 '完結編 三谷 幸喜 NHK出版

28 幾千年の声を聞く 青羽 悠 中央公論新社

29 機械仕掛けの太陽 知念 実希人 文藝春秋

30 京都四条月岡サヨの板前茶屋 柏井 壽 講談社

31 君といた日の続き 辻堂 ゆめ 新潮社

32 月の立つ林で 青山 美智子 ポプラ社

33 光のとこにいてね 一穂 ミチ 文藝春秋

34 幸せな心持ち 内田 彩仍 主婦と生活社

35 仕掛島 東川 篤哉 東京創元社

36 実践!はじめてのホームファイリング 長野 ゆか 同文舘出版

37
手軽にふやせるさし木

株分け・とり木・つぎ木・種まき
渡辺 均 ブティック社

38 十三夜の焰 月村 了衛 集英社

39 女の敵には向かない職業 水生 大海 光文社

40 小さき王たち '第3部 堂場 瞬一 早川書房

41 情報パンデミック 読売新聞大阪本社社会部 中央公論新社

42 新しい歯の教科書
東京医科歯科大学最先端口腔
科学研究推進プロジェクト

池田書店

43 真夜中の密室 ジェフリー　ディーヴァー 文藝春秋

44 親愛なる向田邦子さま 森繁 久彌 河出書房新社

45 人間関係を半分降りる 鶴見 済 筑摩書房

46 人生後半、上手にくだる 一田 憲子 小学館クリエイティブ

47 吹上奇譚 第4話 吉本 ばなな 幻冬舎

48 青木きららのちょっとした冒険 藤野 可織 講談社

49 赤ずきん、ピノキオ拾って死体と出会う。 青柳 碧人 双葉社

50 絶筆 石原 慎太郎 文藝春秋



51 短いのに感じがいいメールが悩まず書ける本 亀井 ゆかり 日本実業出版社

52 特殊清掃人 中山 七里 朝日新聞出版

53 任務 松本 清張 中央公論新社

54 馬上の星 宮城谷 昌光 中央公論新社

55 聞く技術聞いてもらう技術 東畑 開人 筑摩書房

56 無人島のふたり 山本 文緒 新潮社

57 名画の中で働く人々 中野 京子 集英社

58 老害の人 内館 牧子 講談社

59 老人ホテル 原田 ひ香 光文社

60 栞と噓の季節 米澤 穂信 集英社

61
眞野先生。本が傷んだら

修理するだけじゃダメってホント?
眞野 節雄 DBジャパン
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62 うさぎタウンのパン屋さん 小手鞠 るい 講談社

63 うさぎのモニカのケーキ屋さん 小手鞠 るい 講談社

64 クイズ研究会チームスリー まはら 三桃 金の星社

65 ぐうたら魔女ホーライ来る! 柏葉 幸子 理論社

66 クリスマスのおとしもの えがしら みちこ 講談社

67 こぎつねのとくべつなクリスマス ポリー　フェイバー 岩崎書店

68 すずめの戸締まり 新海 誠 KADOKAWA

69 スタジオジブリのヒロインがいっぱい スタジオジブリ 徳間書店

70 スノーマン マイケル　モーパーゴ 評論社
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71 だれもしらない小さな家 エリナー　クライマー 岩波書店

72 にだんべっど 斉藤 倫 あかね書房

73 ねずみくんだーれだ? なかえ よしを ポプラ社

74 ノラネコぐんだんうみのたび 工藤 ノリコ 白泉社

75 まんぷくてつどう うまいもんめぐり 井上 よう子 ポプラ社

76 みかんくんがね… とよた かずひこ 童心社

77 みち 三浦 太郎 あすなろ書房

78 ゆきのげきじょう 荒井 良二 小学館

79 ゆめぎんこう おじいちゃんのおともだち コンドウ アキ 白泉社

80 ようかいむらのうきうきクリスマス たかい よしかず 国土社

81 よるのあいだに… ポリー　フェイバー BL出版

82 わたしたちの歌をうたって 堀 直子 文研出版

83 星空としょかんのジュリエット 小手鞠 るい 小峰書店

84 保護ねこ活動ねこかつ! 高橋 うらら 岩崎書店

85 奉還町ラプソディ 村中 李衣 BL出版

資料名 出版者

86 ＥＳＳＥ 2022年12月号 扶桑社

87 LEE 2022年12月号 集英社

88 TJカゴシマ 2022年12月号

89 オレンジページ 2022年11/17号 ㈱オレンジページ

90 オレンジページ 2022年12/2号 ㈱オレンジページ

91 すてきにハンドメイド 2022年12月号 ＮＨＫ出版

92 趣味の園芸 2022年12月号 日本放送出版協会

93 婦人公論 2022年12月号 中央公論社
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