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進路関係

367 下流志向

内田樹
湯浅誠

307 高校生のための面接試験

-

368 反貧困 「すべり台社会」からの脱出

307 高校生の就職15日スピード一般常識

-

377 若者はなぜ「就職」できなくなったのか？ 児美川孝一郎

374 中学校・高校教師になるには

０類

総記

002 池上彰の教養のススメ
024 絵本好きが集まる絵本屋さん100

１類

159 ぼくだったら、そこは、うなずかない。

池上彰

473 僕はミドリムシで世界を救うことに決めました。

出雲充

-

498 「いつも眠い〜」がなくなる快眠の3法則

菅原洋平

５類
パオロ・マッツァリーノ

石原明

歴史・地理

291 日本百名島の旅

加藤庸二

社会科学

304 「里」という思想
304

332 経済は世界史から学べ！

【小説部門】

519 環境問題のウソ

池田清彦

589 アース ミュージック&エコロジーの経営学

石川康晴

２位

『あと少し、もう少し』瀬尾まいこ

Killigraph Project

３位

『生きるぼくら』浜田マハ

浜裕子

４位

『旅猫リポート』有川浩

５位

『ランチのアッコちゃん』柚木麻子

596 お茶と和菓子のテーブルセッティング

６類

商業・産業・農業

611 農業がわかると、社会にしくみが見えてくる 生源寺眞一
内山節

経済成長がなければ私たちは豊かになれないのだろうか Ｃ．ダグラス・ラミス

331 経済成長という病

技術・家庭科・環境問題

589 カワイイふせん活用BOOK
おおたうに

『島はぼくらと』辻村深月
瀬戸内海の小さな島、冴島。
朱里、衣花、源樹、新の4人は
島に高校がないため、フェリー
で本土に通う。未婚の母の涙、Ｉ
ターン青年の後悔、そして自ら
の淡い恋心…。
17歳、ともに過ごす最後の季
節を描く。

自然科学
志田晶

280 美女図鑑

３類

４類

410 数学の勉強法をはじめからていねいに

哲学・心理学

150 偽善のすすめ

２類

森川輝紀

大賞

平川克美
茂木誠

674

見た目よし！機能よし！のショッピングバッグ・コレクション

【一般部門】

-

675 「ストーリーで差をつける」SNSマーケティング

伊藤一徳

１位

『おもかげ復原師』笠原留似子

689 ディズニーおもてなしの神様が教えてくれたこと

鎌田洋

２位

『挫折を愛する』松岡修造

３位

『僕はミドリムシで世界を救うことに決めました。』

７類

芸術・音楽・スポーツ

332 パッシング・チャイナ

熊谷亮丸

743 たのしいまきば

-

342 財政学から見た日本経済

土居丈朗

783 鈍足バンザイ！

岡崎慎司

４位

『エンジェルフライト』佐々涼子

360 新平等社会 「希望格差」を超えて

山田昌弘

783

古内義明

５位

『本当に「英語を話したい」キミへ』

361 １７歳のための世界と日本の見方

松岡正剛

８類

366 働くということ グローバル化と労働の新しい意味
367 子どもの貧困 日本の不公平を考える

ロナルド・ドーア

阿部彩

無敗の男 -田中将大「強さ」をつくった師の流儀

言語

801 おもてなし５カ国語会話帳
807 本当に「英語を話したい」キミへ

出雲充

川島永嗣
川島永嗣

９類

『ぼくだったら、そこは、うなずかない。』

文学

913 スペードの３

朝井リョウ

913 はなとゆめ

沖方丁

913 カレイドスコープの箱庭

海堂尊

913 アヴェ・マリアのヴァイオリン
913 デビクロくんの恋と魔法
913 ケモノの城
913 そして、星の輝く夜がくる
913 校閲ガール
913 豆の上で眠る
913 聖なる怠け者の冒険
913 村上海賊の娘
933 路上のストライカー

香川宜子
中村 航
誉田哲也
真山仁
宮木あや子
湊かなえ
森見登美彦
和田竜
マイケル・ウィリアムズ

他人の意見をそんなに簡単に鵜
呑みにしていいの?
なんでもかんでも他人の考えや意
見を受け入れ、ついうなずいてしまう
人に、考えて生きていくためのヒント
を贈る。

池井戸潤 他

366 生きさせろ！ 難民化する若者たち

雨宮処凛

913 不祥事

池井戸潤

913 珈琲店タレーランの事件簿 ３

岡崎琢磨

913 夢違

恩田陸

913 ビブリア古書堂の事件手帖 ５

三上延

新書
210 『永遠の０』と日本人

小川栄太郎

333 スラム化する日本経済

浜 矩子

366 いま、働くということ

大庭健

377 就活エリートの迷走

豊田義博

519 環境問題の杞憂

藤倉良

645 しぐさでわかるイヌ語大百科

西川文二

810 かなづかいの歴史 - 日本語を書くということ

今野真二

1月「新年を祝う」、2月「春を
待ちわびて…」など、歳時記や
季節の行事をテーマにした、日
本茶のためのテーブルセッティ
ング。
テーブルやクロスなど洋の素
材との上手な組合せも提案。

『僕はミドリムシで世界を救うことに決めました。』 『ディズニーおもてなしの神様が教えてくれたこと』
ハイブリッドな生物、ミドリムシで、
食料、環境、エネルギー問題をすべ
て解決☆
世界で初めて「ミドリムシの屋外大
量培養」に成功し、ダボス会議「ヤン
グ・グローバル・リーダーズ」にも選
出された著者の奮闘の記録。

文庫
303 「半沢直樹」で経済がわかる！

『お茶と和菓子のテーブルセッティング』

『鈍足バンザイ！』
足が遅い、背も低い、テクニックも
ない、人気もない、そして、アタマも
あまり良くない。でも、それが幸いし
た・・・！
サッカー日本代表岡崎慎司が、ど
のようにコンプレックスと向き合い、
どのように成長してきたかを綴る。

『豆の上で眠る』
13年前に起こった姉の失踪事
件。 大学生になった今でも、妹の
心には違和感が残り続けていた。
押さえつけても亀裂から溢れ出
てくる記憶と訊ねることのできない
問いを胸に秘めたまま・・・。

東京ディズニーリゾートでは、「お
もてなしの神様」に見守られなが
ら、みんなが表裏のない「おもてな
し」の心を素直に表しています。
サービスを超えた、おもてなしに
あふれる3つの物語を紹介しま
す。

『おもてなし５カ国語会話帳』
困っている外国人観光客から尋
ねられやすい会話シーンを厳選
し、シンプルなひと言フレーズを英
語・中国語・韓国語・フランス語・ス
ペイン語で掲載。数字、乗り物な
どの単語集も！

『珈琲店タレーランの事件簿 3』
人気シリーズの最新刊☆
関西バリスタ大会に出場した
珈琲店タレーランの切間美星
は、競技中に起きた異物混入
事件に巻き込まれる。
アオヤマと犯人を突き止める
べく奔走するが、第二、第三の
事件が…。

