
題名 著者名 出版社

海をあげる(Yahoo!ニュース|本屋大賞2021ノンフィクション本大賞) 上間  陽子 筑摩書房

北条氏の時代 本郷  和人 文春新書

黒牢城（第166回直木賞・2022本屋大賞9位） 米澤  穂信 KADOKAWA

残月記（2022本屋大賞7位） 小田 雅久仁 双葉社

同志少女よ、敵を撃て（2022本屋大賞1位） 逢坂 冬馬 早川書房

六人の嘘つきな大学生（2022本屋大賞3位） 浅倉 秋成 KADOKAWA

老後とピアノ 稲垣 えみ子 ポプラ社

もう別れてもいいですか 垣谷 美雨 中央公論新社

モヤる言葉、ヤバイ人 アルテイシア 大和書房

ひとりでカラカサさしてゆく 江國 香織 新潮社

愚かな薔薇 恩田 陸 徳間書店

李王家の縁談 林 真理子 文藝春秋

ブラックボックス（第166回芥川賞） 砂川 文次 講談社

塞王の楯（第166回直木賞) 今村 翔吾 集英社

新聞記者 望月 衣塑子 KADOKAWA

はじめての
島本理生・辻村深月

宮部みゆき・森絵都
水鈴社

母の待つ里 浅田 次郎 新潮社

発達障害という才能 岩波 明 SB新書

ロング・アフタヌーン 葉真中 顕 中央公論新社

ショローの女 伊藤 比呂美 中央公論新社

ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 廣嶋 玲子 偕成社

マスカレード・ゲーム 東野 圭吾 集英社

ミトンとふびん 吉本 ばなな 新潮社

ないものねだるな 阿川 佐和子 中央公論新社

夏の体温 瀬尾 まいこ 双葉社

古本食堂 原田 ひ香 角川春樹事務所

戦争は女の顔をしていない１(コミック） 小梅けいと KADOKAWA

文字の読めないパイロット 高梨 智樹 イースト・プレス

明治維新の研究 津田 左右吉 毎日ワンズ

すばらしい人体 山本 健人 ダイヤモンド社

香君（上）（下） 上橋 菜穂子 文藝春秋

剣持麗子のワンナイト推理 新川 帆立 宝島社

戦争は女の顔をしていない(文庫版）
スヴェトラーナ・

アレクシエーヴィチ
岩波現代文庫

マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂 幸太郎 幻冬舎

ついでにジェントルメン 柚木 麻子 文藝春秋

下北沢であの日の君と待ち合わせ 神田 茜 光文社

あずかりやさん 満天の星 大山 淳子 ポプラ社
89歳、ひとり暮らし。

お金がなくても幸せな日々の作りかた
大崎 愽子 宝島社

もうあかんわ日記 岸田 奈美 ライツ社

60歳すぎたらやめて幸せになれる１００のこと （ムック本） 宝島社

宙ごはん（2023年本屋大賞ノミネート） 町田 そのこ 小学館

俺ではない炎上 浅倉 秋成 双葉社

令和4年１月～11月の本



きたきた捕物帖② 子宝船 宮部 みゆき PHP研究所

ばにらさま 山本 文緒 文藝春秋 

羊毛フェルトの比重 高森 美由紀 産業編集センター

ルームメイトと謎解きを 楠谷 佑 ポプラ社

ナマケモノのように生きたい ジン ミニョン あさ出版

ミイラの地下墓地から大脱出 フィリップ・スティール ライツ社

論理的思考力を鍛える３３の思考実験 北村 良子 彩図社

発想力を鍛える３３の思考実験 北村 良子 彩図社

「後回し」にしない技術 イ・ミンギュ 文響社

80歳の壁 和田 秀樹 幻冬舎新書

５０歳から花開く人 ５０歳で止まる人 有川 真由美 PHP研究所

競争の番人 新川 帆立 講談社

爆弾（2023年本屋大賞ノミネート） 呉 勝浩 講談社

星屑 村山 由佳 幻冬舎

石礫 機捜２３５ 今野 敏 光文社

朽ちゆく庭 伊岡 俊 集英社

団地のふたり 藤野 千夜 U-NEXT

月夜の森の梟 小池 真理子 朝日新聞出版

燕は戻ってこない 桐野 夏生 集英社

傘のさし方がわからない 岸田 奈美 小学館

逝きかた上手 石蔵 文信 幻冬舎

幸せにお金を貯める１００のリスト 太朗 KADOKAWA

セカンドチャンス 篠田  節子 講談社

財布は踊る 原田  ひ香 新潮社

夜に星を放つ（第167回直木賞） 窪 美澄 文藝春秋

おいしいごはんが食べられますように（第167回芥川賞) 高橋 隼子 講談社

＃真相をお話しします（2023年本屋大賞ノミネート） 結城 真一郎 新潮社

掬えば手には 瀬尾 まいこ 講談社

そして誰もゆとらなくなった 朝井 リョウ 文藝春秋

ハヤブサ消防団 池井戸 潤 集英社

花屋さんが言うことには 山本 幸久 ポプラ社

夜の道標 芦沢 央 中央公論新社

嘘つきジェンガ 辻村 深月 文藝春秋

ショートケーキ。 坂木 司 文藝春秋

女人入眼 永井 紗耶子 中央公論新社

怪談小説という名の小説怪談 澤村 伊智 新潮社

一橋桐子(76)の犯罪日記 原田 ひ香 徳間書店

ほんとうの定年後「小さな仕事」が日本社会を救う 坂本 貴志 講談社現代新書

１００年足腰 巽  一郎 サンマーク出版

魂でもいいから、そばにいてー3・11後の霊体験を聞く（文庫） 奥野 修司 新潮文庫

それでも空は青い（文庫） 荻原 浩 角川文庫

駄犬道中おかげ参り（文庫） 土橋 章宏 小学館文庫

銀座幽霊（文庫） 大坂 圭吉 創元推理文庫

真夜中の密室 ジェフリー・ディーヴァー 文藝春秋

新！ 店⾧がバカすぎて 早見 和真 角川春樹事務所

競争の番人 内偵の王子 新川 帆立 講談社

レッドゾーン 夏川 草介 小学館

汝、星のごとく 凪良 ゆう 講談社



教室が、ひとりになるまで 浅倉 秋成  KADOKAWA

マル暴ディーヴァ 今野 敏 実業之日本社

うしろむき夕食店 冬森 灯 ポプラ社

禁断の中国史 百田 尚樹 飛鳥新社

ころころ手毬ずし 居酒屋ぜんや （文庫） 坂井 希久子 角川春樹事務所

さくさくかるめいら 居酒屋ぜんや （文庫） 坂井 希久子 角川春樹事務所

夜鳴きめし屋（文庫） 宇江佐 真理 光文社

ストレス脳 アンデシュ・ハンセン 新潮新書

老人ホテル 原田 ひ香 光文社

方舟（2023年本屋大賞ノミネート） 夕木 春央 講談社

無人島のふたり: 120日以上生きなくちゃ日記 山本 文緒 新潮社

目の見えない白鳥さんとアートを見にいく（2022年 Yahoo!

ニュース|本屋大賞 ノンフィクション本大賞受賞作）
川内 有緒 集英社インターナショナル

特殊清掃人 中山 七里 朝日新聞出版

老害の人 内館 牧子 講談社

婚活食堂 山口 恵以子 PHP研究所

眠れぬ夜はケーキを焼いて２ 午後 KADOKAWA

漫画 伊藤千代子の青春 ワタナベコウ 新日本出版社

人は話し方が９割 永松 茂久 すばる舎

終止符のない人生 反田 恭平 幻冬舎

究極の疲れない脳
内野勝行、櫻澤博文、田中奏多、

田中伸明、來村昌紀
アチーブメント出版

血流ゼロトレ 堀江 昭佳、石村 友見   サンマーク出版

まんがでわかる自律神経の整え方 小林 弘幸、一色 美穂 イースト・プレス

「お金持ち」が知っているいつも片づく部屋づくり 広沢 かつみ 青春出版社


