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書名 巻次 著者名 出版者
お雑煮マニアックス 粕谷  浩子∥〔著〕 プレジデント社
ペンギン大好き！ 川端／裕人∥著 新潮社
藤井聡太 津江 章二∥著 日本文芸社
これさえあれば 藤田／千恵子∥著 文芸春秋
８０年代ガキＴＶ＆シネマ大百科 ギンティ小林∥編 洋泉社
婚外恋愛に似たもの 宮木　あや子∥著 光文社
ときめくクラゲ図鑑 峯水 亮∥写真  文 山と溪谷社
街角のオジギビト とり　みき∥著 筑摩書房

ニューヨーク映画ロケ地ガイド
バーバラ  ボエスフル
グ∥著

世界文化社

電車男 中野／独人∥著 新潮社
パンダの飼い方 白輪  剛史∥著 ＰＨＰ研究所
柳生真吾の八ケ岳だより 柳生／真吾∥著 日本放送出版協会
武道館 朝井  リョウ∥著 文芸春秋
ｗｅ’ｒｅりんごＬｏｖｅｒｓ 門倉  多仁亜∥著 主婦と生活社
食いしん坊のための調味料マニア。 武井  義明∥著 主婦と生活社
チョコレートを１．２トン食べました 森部／一雄∥著 ネスコ
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
ワタクシ、直木賞のオタクです。 川口  則弘∥著 バジリコ

数字マニアック
デリック  ニーダーマ
ン∥著

化学同人

MY MELODY A to Z
グラフィック社編集部
∥編

グラフィック社

万年筆バイブル 伊東 道風∥著 講談社
仏果を得ず 三浦　しをん∥著 双葉社
うさぎ 町田　修∥監修 池田書店
エンジニアが明かすF1の世界 小松 礼雄∥著 東邦出版
世にも美しき数学者たちの日常 二宮 敦人∥著 幻冬舎

Little Twin Stars A to Z
グラフィック社編集部
∥編

グラフィック社

鳥マニアックス 松原 始∥著 カンゼン

'70s & '80sサンリオのデザイン
グラフィック社編集部
∥編

グラフィック社

任天堂コンプリートガイド
コンピュー
ターゲーム編

山崎 功∥著 主婦の友インフォス

テレビドラマオールタイムベスト100
TVガイドアーカイブ
チーム∥編

東京ニュース通信社

電柱マニア 須賀 亮行∥著 オーム社
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チューハイマニア 枻出版社
名城の石垣図鑑 小和田 哲男∥監修 二見書房

アンティークコインマニアックス Shelk∥著
エムディエヌコーポ
レーション

踏切天国 小川　裕夫∥著 秀和システム
たのしいおいしいとうふの本。 ダンノ マリコ∥著 朝日新聞出版
キリン解剖記 郡司 芽久∥著 ナツメ社
バレエ・ギャラリー３０ 佐々木／涼子∥監修 学研
ＯＳＫを見にいけ！ 青木　るえか∥著 青弓社
鳥が好きすぎて、すみません 細川 博昭∥著 誠文堂新光社
実験マニア 山田　暢司∥著 亜紀書房
メイカーのためのねじのキホン 門田 和雄∥著 技術評論社
商店街さんぽ あさみん∥著 学芸出版社
楽園図鑑 清水 浩史∥著 河出書房新社
寝ても覚めてもアザラシ救助隊 岡崎 雅子∥著 実業之日本社
還暦着物日記 群 ようこ∥著 文藝春秋
まいにち植物 藤田　雅矢∥著 ＷＡＶＥ出版
バズる!オムライスレシピ オムライスのプロ∥著 KADOKAWA
あの棋士はどれだけすごいの?会議 高野 秀行∥著 扶桑社
コケ見っけ!日本全国もふもふコケめぐり 藤井 久子∥著 家の光協会
県境マニアと行くくるっとふしぎ県境ツアー 田仕 雅淑∥著 技術評論社
タカラヅカの解剖図鑑詳説世界史 中本 千晶∥文 エクスナレッジ
じわじわくる文具 松岡 厚志∥著 玄光社
パンイチRECIPE もちこ∥著 ワニブックス
文房具 暮らしの図鑑編集部∥ 翔泳社
あえるよ!山と森の動物たち 今泉 忠明∥著 朝日出版社
日本カセットテープ大全 辰巳出版
古本マニア採集帖 南陀楼綾繁∥著 皓星社
おもしろいネズミの世界 渡部 大介∥著 緑書房

'90s～2010sサンリオのデザイン
グラフィック社編集部
∥編

グラフィック社

時代劇聖地巡礼 春日 太一∥著 ミシマ社
大河ドラマの５０年 鈴木　嘉一∥著 中央公論新社
かえるる 高山　ビッキ∥著 山と渓谷社
本業はオタクです。 劇団雌猫∥著 中央公論新社
見仏記 道草篇 いとう せいこう∥著 KADOKAWA
バレエの見方 長野／由紀∥著 新書館
能はこんなに面白い！ 内田　樹∥著 小学館
昭和声優列伝 勝田  久∥著 駒草出版
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マスク大百科
週刊プロレス編集部∥
編

ベースボール・マガ
ジン社

オタク論！ 唐沢　俊一∥著 創出版
腐女子化する世界 杉浦　由美子∥著 中央公論新社
オタク中年女子のすすめ 河崎 環∥著 プレジデント社
ひょうたんブック 野村　麻里∥著 平凡社
ぐるぐる♡博物館 三浦 しをん∥著 実業之日本社

ＮＨＫラジオ深夜便花が好き！自然が好き！ 須磨  佳津江∥聞き手
ＮＨＫサービスセン
ター

スタジオジブリのひみつ
風見隼人と東京アニメ
研究会∥編著

データハウス

江戸の剣豪列伝 主婦の友社∥編 主婦の友社
ボクシング日和 角田 光代∥[著] 角川春樹事務所
永世七冠羽生善治 羽生 善治∥著 宝島社

お香が好き。 吉田　揚子∥絵と文
ソフトバンククリエ
イティブ

ポテサラ〓本 旭屋出版
青春「昭和アイドル」大図鑑 岩佐／陽一∥編・著 文芸春秋
世界石巡礼 須田　郡司∥著 日本経済新聞出版社
はちみつ大好き。 ラベイユ∥監修 マーブルトロン
萌え経済学 森永／卓郎∥著 講談社
偏愛的インスタントラーメン図鑑 大和 イチロウ∥著 世界文化社
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