
タイトル 著者・訳者等 出版社

1 新参者 東野圭吾 講談社

2 僕が僕をやめる日 松村涼哉 KADOKAWA

3 監獄に生きる君たちへ 松村涼哉 KADOKAWA

4 ゾクゾクしてやみつきになる！もしも科学大全 VAIENCE KADOKAWA

5 発酵のことが一冊でまるごとわかる 齋藤勝裕 ベレ出版

6 米澤穂信と古典部 米澤穂信 KADOKAWA

7 1冊ですべて身につくWordPress入門講座 Mana SBクリエイティブ

8 小説　バスカヴィル家の犬　シャーロック劇場版 たかせ しゅうほう 宝島社

9 掌の小説 川端 康成 新潮社

10
藤子・Ｆ・不二雄「異色短編集」 〈１〉

 ミノタウロスの皿
藤子・F・不二夫 小学館

11
藤子・Ｆ・不二雄「異色短編集」 〈２〉

 気楽に殺ろうよ
藤子・F・不二夫 小学館

12
藤子・Ｆ・不二雄「異色短編集」 〈３〉

 箱舟はいっぱい
藤子・F・不二夫 小学館

13
藤子・Ｆ・不二雄「異色短編集」 〈４〉

 パラレル同窓会
藤子・F・不二夫 小学館

14 N 道尾秀介 集英社

15 バブル 武田綾乃 集英社

16
史上最強カラー図解

プロが教える電気の全てがわかる本
谷腰 欣司 ナツメ社

17 死んでしまう系のぼくらに 最果タヒ リトル・モア

18 もぐ∞ 最果タヒ 河出書房新社

19 沈黙のパレード 東野圭吾 文藝春秋

20 眠れなくなるほど面白い　図解　物理で分かるスポーツの話 望月修 日本文芸社

21 眠れなくなるほど面白い　図解　聖書 渋谷申博 日本文芸社

22 眠れなくなるほど面白い　図解　確率の話 野口哲典 日本文芸社

23 眠れなくなるほど面白い　図解　建築の話 スタジオワーク 日本文芸社

24

エクスナレッジムック

逆引きＪｗ＿ｃａｄ建築製図

 - 最高の図面の描き方がわかる実践的な解説書！

jw_HP関東 エクスナレッジ

25 人間はどこまで耐えられるのか フランセス　アッシュクラフト 河出文庫

26 20歳の自分に教えたい現代史のきほん 池上彰 SBクリエイティブ

27
頑張らなくても意外と死なないから

ざっくり生きてこ
カマたく KADOKAWA

28 ぼくが13人の人生を生きるには身体がたりない haru 河出書房新社

29 オネエ図鑑 2すとりーと 主婦の友社

30 15歳のテロリスト 松村涼哉 KADOKAWA 

31 語彙力がないまま社会人になってしまった人へ 山口謠司 ワニブックス
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32 マスカレード•ゲーム 東野圭吾 集英社

33 君と見つけたあの日のif いぬじゅん PHP研究所

34 ツァラトゥストラ (中公文庫プレミアム) 文庫 ニーチェ 中央公論新社

35 野生の思考 クロード・レヴィ=ストロース みすず書房

36 invert 城塚翡翠倒叙集 相沢沙呼 講談社

37 むき出し 兼近大樹 文藝春秋

38 廃遊園地の殺人 斜線堂有紀 実業之日本社

39 全力少年ドモラ シルクロード KADOKAWA

40 真夏の方程式 東野圭吾 文藝春秋

41 クリスマスプレゼント ジェフリー・ディーヴァー 文藝春秋

42 SDGsの大嘘 池田清彦 宝島社

43 夜の少年
ローラン・プティマンジャン

松本百合子【訳】
早川書房

44 水曜日は働かない 宇野常寛 ホーム社（千代田区）

45
小さなマシを積み重ねる

ー引き算で考える、ほんとうの丁寧なくらし
奏 ＷＡＶＥ出版

46
「手紙屋」

―僕の就職活動を変えた十通の手紙
喜多川泰 ディスカヴァー・トゥエンティワン

47 賢者の書（新装版） 喜多川泰 ディスカヴァー・トゥエンティワン

48 木曜日にはココアを 青山美智子 宝島社

49 書斎の鍵　―父が遺した「人生の奇跡」 喜多川泰 現代書林

50 小さな習慣 スティーヴン・ガイズ ダイヤモンド社

51
世界はもっと！ほしいモノにあふれてる

―バイヤーが教える極上の旅
NHK「世界はほしいモノにあふれてる」制作班 KADOKAWA

52
世界はもっと！ほしいモノにあふれてる

―バイヤーが教える極上の旅〈２〉
NHK「世界はほしいモノにあふれてる」制作班 KADOKAWA

53
世界はもっと！ほしいモノにあふれてる〈３〉

これからも海を越えて仕事する！
NHK「世界はほしいモノにあふれてる」制作班 KADOKAWA

54 満月珈琲店の星詠み 望月麻衣 文藝春秋

55 マリーアントワネットの日記　Rose 吉川トリコ 新潮社

56
東大名誉教授がおしえる！

建築でつかむ世界史図鑑
本村凌二【監修】 二見書房

57
賢いほど騙される

心と脳に仕掛けられた「落とし穴」のすべて

ロブ・ブラザートン

中村千波【訳】
ダイヤモンド社

58
大映自然史博物館シリーズ3

生物毒の科学

ロナルド・ジェンナー

イヴィンド・ウンドハイム

瀧下哉代【訳】

エクスナレッジ

59
数値化の鬼

「仕事ができる人」に共通する、たった1つの思考法
安藤広大 ダイヤモンド社

60
あなたの知識を驚くべき結果に変える

超戦略ノート術
メンタリストＤａｉＧｏ 学研プラス

61 ゴリラからの警告 山極寿一 毎日文庫



タイトル 著者・訳者等 出版社

ブックハンティング2022　購入図書一覧

62 黙秘 深谷忠記 講談社

63 死の医学 駒ヶ嶺朋子 インターナショナル新書

64
スクール・セクシュアル・ハラスメント

―学校の中の性暴力
内海崎 貴子ほか 八千代出版

65 かみはこんなにくちゃくちゃだけど ヨシタケシンスケ 白泉社

66 あつかったらぬげばいい ヨシタケシンスケ 白泉社

67 遺伝子の不思議としくみ入門 島田祥輔 朝日新聞出版

68 闇祓 辻村深月 角川書店

69 倒産続きの彼女 新川帆立 宝島社

70 三十の反撃
ソン・ウォンピョン

矢島暁子【訳】
祥伝社

71
SUPERサイエンス

セラミックス驚異の世界
齋藤勝裕 シーアンドアール研究所

72 「半導体」のことが一冊で丸ごとわかる
井上伸雄

蔵本貴文
ペレ出版

73 グレート・ギャッツビーを追え
ジョン・グリシャム

村上春樹【訳】
中央公論新社

74
もう解き方で迷わない

ステップ解法で学ぶ材料力学
荒井正行 技術評論社

75 ル・クレジオ、文学と書物への愛を語る
ル・クレジオ

鈴木雅生【訳】
作品社

76 文豪たちの悪口本 彩図社文芸部【編】 彩図社

77 白昼夢の森の少女 恒川光太郎 角川ホラー文庫

78 気狂いピエロ L.ホワイト 新潮文庫

79 野良犬の値段（上） 百田尚樹 幻冬舎文庫

80 野良犬の値段（下） 百田尚樹 幻冬舎文庫

81
俺たちは神じゃない

　麻布中央病院外科
中山祐次郎 新潮文庫

82 日本沈没（上） 小松左京 角川文庫

83 日本沈没（下） 小松左京 角川文庫

84 なんだ、けっきょく最後は言葉じゃないか。 伊藤公一 宣伝会議


