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書名 巻次 著者名 出版者
片付けない技術 岩波  邦明∥著 宝島社

ドーナツを穴だけ残して食べる方法
大阪大学ショセキカプ
ロジェクト∥編

日本経済新聞出版社

本で床は抜けるのか 西牟田  靖∥著 本の雑誌社
片手袋研究入門 石井 公二∥著 実業之日本社

その話、諸説あります。
ナショナルジオグラ
フィック∥編

日経ナショナルジオ
グラフィック社

探検！東京国立博物館 藤森  照信∥著 淡交社
お咒い日和 加門 七海∥[著] KADOKAWA
結婚の嘘 柴門  ふみ∥著 中央公論新社
聖地にはこんなに秘密がある 島田　裕巳∥著 講談社
お寺の掲示板 江田 智昭∥著 新潮社
骨・岩・星 クリス　ターニー∥著 日本評論社
縄文人に相談だ 望月 昭秀∥[著] KADOKAWA
平安京のニオイ 安田  政彦∥著 吉川弘文館
中世のうわさ 酒井 紀美∥著 吉川弘文館
踏み絵とガリバー 松尾 龍之介∥著 弦書房
ユー・アー・ヒア ニコラス  クレイン∥ 早川書房
洗面器でヤギごはん 石田　ゆうすけ∥著 実業之日本社
警視庁生きものがかり 福原 秀一郎∥著 講談社
先生!バナナはおやつに含まれますか? 中野 友貴∥著 第一法規
障がい者だからって、稼ぎがないと思うなよ。 姫路 まさのり∥著 新潮社
安心ひきこもりライフ 勝山　実∥著 太田出版
大学教授が、「研究だけ」していると思ったら、
大間違いだ!

斎藤 恭一∥著 イースト・プレス

下級武士の食日記 青木  直己∥著 筑摩書房
キッチハイク! 山本 雅也∥著 集英社
世界のしゃがみ方 ヨコタ村上孝之∥著 平凡社
０葬 島田  裕巳∥著 集英社
首塚・胴塚・千人塚 室井  康成∥著 洋泉社
150年前の科学誌『NATURE』には何が書かれて
いたのか

瀧澤 美奈子∥著 ベレ出版

宇宙エレベーター
アニリール　セルカン
∥著

大和書房

地球温暖化で雪は減るのか増えるのか問題 川瀬 宏明∥著 ベレ出版

ヤモリの指
ピーター　フォーブズ
∥著

早川書房
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不死を売る人びと
スティーヴン・Ｓ．
ホール∥著

阪急コミュニケー
ションズ

神父と頭蓋骨
アミール　Ｄ．アクゼ
ル∥著

早川書房

生き物の死にざま 稲垣 栄洋∥著 草思社
いつか僕もアリの巣に 大河原　恭祐∥著 ポプラ社
鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。 川上 和人∥著 新潮社
40℃超えの日本列島でヒトは生きていけるのか 永島 計∥著 化学同人
佐藤さんはなぜいっぱいいるのか？ 茅原　裕二∥著 講談社
ハチドリのひとしずく 辻／信一∥監修 光文社
てりむくり 立岩／二郎∥著 中央公論新社
フェラーリと鉄瓶 奥山　清行∥著 ＰＨＰ研究所
ロケットガールの誕生 ナタリア  ホルト∥著 地人書館

マッチ売りの少女に魔法のランプを
エネルギーフォーラム
編集部∥編

エネルギーフォーラ
ム

石をうがつ 鎌田　慧∥著 講談社
カタツムリが、おしえてくれる！ 赤池／学∥著 ダイヤモンド社
世界で一番小さな象が教えてくれたこと 更家　悠介∥著 東洋経済新報社
黄金の丘で君と転げまわりたいのだ 三浦　しをん∥著 ポプラ社
ズームイン、服！ 坂口  恭平∥著 マガジンハウス
旅に出たナツメヤシ 長坂 道子∥著 KADOKAWA
ラブコメ 原田　マハ∥〔著〕 角川書店
すべては宇宙の采配 木村　秋則∥著 東邦出版
肉とすっぽん 平松 洋子∥著 文藝春秋

豚は月夜に歌う
ジェフリー・Ｍ．マッ
ソン∥著

バジリコ

江戸奉公人の心得帖 油井　宏子∥著 新潮社
あんぱんはなぜ売れ続けるのか 井上　昭正∥著 清流出版
透明人間の買いもの 指南役∥著 扶桑社

ザグを探せ！
マーティ　ニューマイ
ヤー∥著

実務教育出版

拝啓元トモ様

TBSラジオ「ライムス
ター宇多丸のウィーク
エンド  シャッフル」
&「アフター6ジャン
クション」∥編

筑摩書房

超絶技巧美術館 山下  裕二∥監修 美術出版社
ぐっとくる題名 ブルボン小林∥著 中央公論新社
ほとけの履歴書 籔内　佐斗司∥著 日本放送出版協会
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拍手のルール 茂木　大輔∥著 中央公論新社
ほやじ日記 倉田／真由美∥著 朝日新聞社
デートで初めて行った映画は何ですか? 柴田 こずえ∥取材  文 岩崎書店
お父さんはなぜ運動会で転ぶのか？ 辻　秀一∥著 ＰＨＰ研究所
オレたちは「ガイジン部隊」なんかじゃない! 菊地 高弘∥著 インプレス
もしも利休があなたを招いたら 千　宗屋∥〔著〕 角川書店
怪獣の名はなぜガギグゲゴなのか 黒川／伊保子∥著 新潮社
ん 山口　謡司∥著 新潮社
地団駄は島根で踏め わぐり　たかし∥著 光文社
辞書を編む 飯間　浩明∥著 光文社
食べる日本語 早川／文代∥著 毎日新聞社
「ぐずぐず」の理由 鷲田　清一∥著 角川学芸出版
十頁だけ読んでごらんなさい。十頁たって飽いた
らこの本を捨てて下さって宜しい。

遠藤　周作∥著 海竜社

絶望図書館 頭木 弘樹∥編 筑摩書房
もしも紫式部が大企業のＯＬだったなら 井上　ミノル∥著 創元社
カキフライが無いなら来なかった せきしろ∥著 幻冬舎
病弱探偵 岡崎 琢磨∥著 講談社
本にだって雄と雌があります 小田　雅久仁∥著 新潮社
どうぞ愛をお叫びください 武田 綾乃∥著 新潮社
日本以外全部沈没 筒井　康隆∥〔著〕 角川書店
妻が椎茸だったころ 中島  京子∥〔著〕 講談社
なんらかの事情 岸本　佐知子∥著 筑摩書房
文字通り激震が走りました 能町 みね子∥著 文藝春秋
あるきかたがただしくない 枡野／浩一∥著 朝日新聞社
「山奥ニート」やってます。 石井 あらた∥著 光文社
自閉症の僕が跳びはねる理由 東田 直樹∥著 KADOKAWA
なぜ孫悟空のあたまには輪っかがあるのか？ 中野　美代子∥著 岩波書店
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