
順位 回数 タイトル 著者 出版者 出版年月 資料分類 前回順位

68 石礫 機捜２３５ 今野 敏 光文社 2022.5 小説 -

2 61 子宝船 きたきた捕物帖 ２ 宮部 みゆき ＰＨＰ研究所 2022.6 小説 -

3 57 探花 隠蔽捜査 ９ 今野 敏 新潮社 2022.1 小説 5

4 53 李王家の縁談 林 真理子 文藝春秋 2021.11 小説 9

4 53 マスカレード・ゲーム 東野 圭吾 集英社 2022.4 小説 -

6 52 旅屋おかえり 原田 マハ 集英社 2012.4 小説 3

7 50 硝子の塔の殺人 知念 実希人 実業之日本社 2021.8 小説 10

8 49 流浪の月 凪良 ゆう 東京創元社 2019.8 小説 14

9 47 おいしいごはんが食べられますように 高瀬 隼子 講談社 2022.3 小説 -

9 47 ５２ヘルツのクジラたち 町田 そのこ 中央公論新社 2020.4 小説 6

9 47 沈黙のパレード 〔ガリレオ〕〔９〕 東野 圭吾 文芸春秋 2018.1 小説 62

9 47 女のいない男たち 村上 春樹 文芸春秋 2014.4 小説 3

13 44 無明 警視庁強行犯係・樋口顕 今野 敏 幻冬舎 2022.3 小説 -

13 44 ミカエルの鼓動 柚月 裕子 文藝春秋 2021.1 小説 -

15 41 まっとうな人生 絲山 秋子 河出書房新社 2022.5 郷土資料 -

15 41 残照の頂 山女日記 続 湊 かなえ 幻冬舎 2021.11 小説 12

15 41 暮鐘 東京湾臨海署安積班 今野 敏 角川春樹事務所 2021.8 小説 7

18 40
ブラック・ショーマンと名もなき町の
殺人

東野 圭吾 光文社 2020.11 小説 69

19 39 夜に星を放つ 窪 美澄 文藝春秋 2022.5 小説 -

20 38 きりきり舞いのさようなら 諸田 玲子 光文社 2021.12 小説 19

20 38 任侠楽団 今野 敏 中央公論新社 2022.6 小説 -

1 32 えんとつ町のプペル にしの あきひろ 幻冬舎 2016. 1 芸術 2

2 27 老いの福袋 あっぱれ！ころばぬ先の知恵８８ 樋口 恵子 中央公論新社 2021. 4 社会科学 3

3 22 越中福野の詩百篇 発酵と歩んだ山田三代 山田 正彦 山田 正彦 2022. 6 郷土資料 -

小説・文学

実用書・その他

気になる本はぜひご予約ください！
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殿堂入年月 タイトル 著者 出版者 出版年月 資料分類

2023.1 透明な螺旋 〔ガリレオ〕〔１０〕 東野 圭吾 文藝春秋 2021.09 小説

2023.1 白鳥とコウモリ 東野 圭吾 幻冬舎 2021.04 小説

2023.1 小説８０５０ 林 真理子 新潮社 2021.04 小説

2023.1 ライオンのおやつ 小川 糸 ポプラ社 2019.1 小説

2023.1
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー
Ｔｈｅ Ｒｅａｌ Ｂｒｉｔｉｓｈ Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ
Ｓｃｈｏｏｌ Ｄａｙｓ

ブレイディ みかこ 新潮社 2019.6 社会科学

2022.7 少年と犬 馳 星周 文藝春秋 2020. 5 小説

2022.7 アルルカンと道化師 〔半沢直樹〕 池井戸 潤 講談社 2020. 9 小説

2022.7 首里の馬 高山 羽根子 新潮社 2020. 7 小説

2022.1 ホテルローヤル 桜木 紫乃 集英社 2013. 1 小説

2022.1 クスノキの番人 東野 圭吾 実業之日本社 2020. 3 小説

2022.1 きたきた捕物帖 宮部 みゆき ＰＨＰ研究所 2020. 6 小説

2022.1 朝が来る 辻村 深月 文芸春秋 2015. 6 小説

2022.1 オフマイク 今野 敏 集英社 2020. 7 小説

2022.1 わかれ縁 西條 奈加 文藝春秋 2020. 2 小説

2021.7 清明 隠蔽捜査 ８ 今野 敏 新潮社 2020. 1 小説

2021.7 落日 湊 かなえ 角川春樹事務所 2019. 9 小説

2021.7 危険なビーナス 東野 圭吾 講談社 2016. 8 小説

2021.1 そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ 文芸春秋 2018. 2 小説

2021.1 希望の糸 東野 圭吾 講談社 2019. 7 小説

2021.1 機捜２３５ 今野 敏 光文社 2019. 3 小説

2021.1 さよならの儀式８ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｆｉｃｔｉｏｎ Ｓｔｏｒｉｅｓ 宮部 みゆき 河出書房新社 2019. 7 小説

2021.1 炎天夢 東京湾臨海署安積班 今野 敏 角川春樹事務所 2019. 6 小説

2021.1 大家さんと僕 矢部 太郎 新潮社 2017.10 芸術

2021.1 すぐ死ぬんだから 内館 牧子 講談社 2018. 8 小説

３ 20


