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0116752718 あ、「やりがい」とかいらないんで、とりあえず残業代ください。 日野　瑛太郎／著 東京：東洋経済新報社 社会科学  

0117764795 揚げて炙ってわかるコンピュータのしくみ 秋田　純一／著 東京：技術評論社 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ   

0117789719 明日から使える死亡フラグ図鑑 茶んた／著 東京：宝島社 総記

0117358101 あの方を斬ったの…それがしです 長谷川　ヨシテル／著 東京：ベストセラーズ 歴史      

0117864660 あの人が好きって言うから…有名人の愛読書50冊読んでみた ブルボン小林／著 東京：中央公論新社 総記

0117911347 アホか。 百田　尚樹／著 東京：新潮社 社会科学  

0117769174 あやうく一生懸命生きるところだった ハ・ワン／文・イラスト 東京：ダイヤモンド社 哲学心理 

0116393463 安心ひきこもりライフ 勝山　実／著 東京：太田出版 教育      

0117769182 安政五年、江戸パンデミック。 立川　談慶／著 東京：ソニー・ミュージックエンタテインメント 歴史      

0117787887 イエスの意味はイエス、それから… カロリン・エムケ／[著] 東京：みすず書房 社会科学  

0117892547 生きてるだけで、疲労困憊。 rei／著 東京：KADOKAWA 文学      

0117994392 生きベタさん 釈　徹宗／著 東京：講談社 哲学心理 

0117790568 「池の水」抜くのは誰のため? 小坪　遊／著 東京：新潮社 自然科学  

0117861500 生贄探し 中野　信子／[著] 東京：講談社 哲学心理 

0117760124 1は赤い。そして世界は緑と青でできている。 望月　菜南子／著 東京：飛鳥新社 哲学心理 

0117712687 いつになったら宇宙エレベーターで月に行けて、3Dプリンターで臓器が作れるんだい!? ケリー・ウィーナースミス／著 京都：化学同人 工学      

0117927806 ウスビ・サコの「まだ、空気読めません」 ウスビ・サコ／著 京都：世界思想社 社会科学  

0117925115 歌うキノコ 盛口　満／著 東京：八坂書房 自然科学  

0117890087 宇宙人と出会う前に読む本 高水　裕一／著 東京：講談社 自然科学  

0117871111 鬱屈精神科医、怪物人間とひきこもる 春日　武彦／著 東京：キネマ旬報社 芸術      

0117775593 裏を見て「おいしい」を買う習慣 岩城　紀子／著 東京：主婦の友社 生活科学  

0117796136 ウンコはどこから来て、どこへ行くのか 湯澤　規子／著 東京：筑摩書房 地誌紀行 

0117864215 うん古典 大塚　ひかり／著 東京：新潮社 文学      

0117856120 エクセル方眼紙で文書を作るのはやめなさい 四禮　静子／著 東京：技術評論社 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ   

0118031996 エセ著作権事件簿 友利　昴／著 東京：パブリブ 総記

0117756346 オオカマキリと同伴出勤 森上　信夫／著 東京：築地書館 自然科学  

長野９月一般テーマ「何この本?!面白タイトル大集合!!」
特集期間：２０２２／８／２５～２０２２／９／２８
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0117718783 大きな噓の木の下で 田中　修治／著 東京：幻冬舎 哲学心理 

0117775445 オタク女子が、4人で暮らしてみたら。 藤谷　千明／著 東京：幻冬舎 文学      

0117775809 夫のLINEはなぜ不愉快なのか 山脇　由貴子／著 東京：文藝春秋 社会科学  

0117316570 お墓からの招待状 合田　一道／著 札幌：北海道出版企画センター 歴史      

0117735324 お見合い35回にうんざりしてアメリカに家出して僧侶になって帰ってきました。 英月／著 東京：幻冬舎 宗教      

0117791285 女の子は「脳の見る力」を育てなさい 加藤　俊徳／著 東京：青春出版社 教育      

0117723569 カイタイ新書 中川　悠／編著 東京：秀和システム 産業      

0117896316 カイメン 椿　玲未／著 東京：岩波書店 自然科学  

0117788117 科学的に幸せになれる脳磨き 岩崎　一郎／著 東京：サンマーク出版 医学      

0116065467 カキフライが無いなら来なかった せきしろ／著 東京：幻冬舎 文学      

0117756825 書くのがしんどい 竹村　俊助／著 東京：PHP研究所 言語      

0117885012 学者の暴走 掛谷　英紀／著 東京：育鵬社 自然科学  

0117922104 かぼちゃの馬車事件 冨谷　皐介／著 東京：みらいパブリッシング 社会科学  

0117735837 カラスはずる賢い、ハトは頭が悪い、サメは狂暴、イルカは温厚って本当か? 松原　始／著 東京：山と溪谷社 自然科学  

0117939413 がんをデザインする 中島　ナオ／著 東京：ニジノ絵本屋 医学      

0117925321 棺桶出せるか 田沼　武能／著 東京：小学館 工学      

0117745018 「考えた人すごいわ」を考えたすごい人 岸本　拓也／著 東京：CCCメディアハウス 工学      

0117727057 考えるナメクジ 松尾　亮太／著 東京：さくら舎 自然科学  

0117814368 今日ヤバイ屋台に行ってきた 坪和　寛久／著 東京：KADOKAWA 地誌紀行 

0117835926 教科書御用達小説の主人公はクズでヘタレばかり 佐藤　功／著 東京：河出書房新社 文学      

0117693580 銀河の片隅で科学夜話 全　卓樹／著 東京：朝日出版社 自然科学  

0117784173 くそじじいとくそばばあの日本史 大塚　ひかり／著 東京：ポプラ社 歴史      

0117992024 くそじじいとくそばばあの日本史 大塚　ひかり／著 東京：ポプラ社 歴史      

0117791087 「グチ活」会議 仁科　雅朋／著 [東京]：日経BP日本経済新聞出版本部 社会科学  

0117763656 クワバカ 中村　計／著 東京：光文社 自然科学  

0117888305 国語辞典を食べ歩く サンキュータツオ／著 東京：女子栄養大学出版部 言語      

0117874107 こじらせ美術館 ナカムラ　クニオ／著 東京：ホーム社 芸術      

0117774703 子どもたちの頭の中がこんなことになってるなんて! アクロストン／著 東京：主婦の友社 社会科学  

0117938886 転んでもいい主義のあゆみ 荒木　優太／著 東京：フィルムアート社 哲学心理 

0117782565 コンビニは通える引きこもりたち 久世　芽亜里／著 東京：新潮社 社会科学  

0117909291 最近、地球が暑くてクマってます。 水野　敬也／著 東京：文響社 工学      
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0117826081 在宅ひとり死のススメ 上野　千鶴子／著 東京：文藝春秋 社会科学  

0117926345 在宅死のすすめ方 世界文化ブックス編集部／編 [東京]：世界文化ブックス 医学      

0117750612 子規を「ギャ句(ぐ)」る 夏井　いつき／著 東京：光文社 文学      

0117793125 しくじり家族 五十嵐　大／著 東京：CCCメディアハウス 文学      

0117665745 しくじり日本史ざんねんな偉人100 小和田　哲男／監修 東京：宝島社 歴史      

0117759225 自粛バカ 池田　清彦／著 東京：宝島社 社会科学  

0117936849 じつは私たち、菌のおかげで生きています 今野　宏／著 東京：ワニ・プラス 工学      

0117968495 死にたいのに死ねないので本を読む 吉田　隼人／著 東京：草思社 総記

0117914523 自分の腸を見てみたい 藤田　紘一郎／著 東京：ワニ・プラス 医学      

0117938449 10年間飲みかけの午後の紅茶に別れを告げたい 岡田　悠／著 東京：河出書房新社 文学      

0117733154 焼酎の履歴書 鮫島　吉廣／著 東京：イカロス出版 工学      

0117330126 縄文人に相談だ 望月　昭秀／著 東京：国書刊行会 歴史      

0117729566 職場のざんねんな人図鑑 石川　幹人／著 東京：技術評論社 社会科学  

0117892026 知られざる古墳ライフ 譽田　亜紀子／著 東京：誠文堂新光社 歴史      

0117702605 新敬語「マジヤバイっす」 中村　桃子／著 東京：白澤社 言語      

0117613943 人生で大切なことは泥酔に学んだ 栗下　直也／著 東京：左右社 歴史      

0117808352 人類堆肥化計画 東　千茅／著 大阪：創元社 農業園芸 

0117819268 人類にとって「推し」とは何なのか、イケメン俳優オタクの僕が本気出して考えてみた 横川　良明／著 東京：サンマーク出版 芸術      

0117775247 スペースキーで見た目を整えるのはやめなさい 四禮　静子／著 東京：技術評論社 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ   

0117782011 生と死を分ける数学 キット・イェーツ／著 東京：草思社 自然科学  

0117915660 世界「失敗」製品図鑑 荒木　博行／著 [東京]：日経BP 産業      

0117995092 絶滅へようこそ 稲垣　諭／著 東京：晶文社 哲学心理 

0117919043 絶滅危惧動作図鑑 藪本　晶子／著 東京：祥伝社 総記

0118003862 全員がサラダバーに行ってる時に全部のカバン見てる役割 岡本　雄矢／著 東京：幻冬舎 文学      

0117908830 戦争とバスタオル 安田　浩一／文 東京：亜紀書房 地誌紀行 

0117793836 草原の国キルギスで勇者になった男 春間　豪太郎／著 東京：新潮社 地誌紀行 

0117710012 その悩み、僕らなら数学で解決できます! はなお&でんがんと仲間たち／著 東京：河出書房新社 自然科学  

0117702662 蕎麦湯が来ない せきしろ／著 東京：マガジンハウス 文学      

0116268590 ダイオウイカは知らないでしょう 西　加奈子／著 東京：マガジンハウス 文学      

0117896399 鷹将軍と鶴の味噌汁 菅　豊／著 東京：講談社 民俗習慣

0117724245 だから拙者は負けました。 本郷　和人／監修 東京：宝島社 歴史      
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0117679803 だから僕は、ググらない。 浅生　鴨／著 東京：大和出版 哲学心理 

0117848895 ダチョウはアホだが役に立つ 塚本　康浩／著 東京：幻冬舎 農業園芸 

0117784850 誰かの理想を生きられはしない 吉野　靫／著 東京：青土社 社会科学  

0117878512 探偵はここにいる 森　秀治／著 東京：駒草出版 産業      

0117794727 中学生の頭の中身をのぞいたら、未来が明るくなりました。 なりたい大人研究所／編 東京：KTC中央出版 言語      

0117879544 超空気支配社会 辻田　真佐憲／著 東京：文藝春秋 社会科学  

0117124156 腸内細菌が家出する日 藤田　紘一郎／著 東京：三五館 医学      

0117895029 超報復力 メンタリストDaiGo／著 東京：PHP研究所 社会科学  

0117768135 沈没家族 加納　土／著 東京：筑摩書房 芸術      

0117918755 土を編む日々 寿木　けい／著 東京：集英社 生活科学  

0117968750 妻のパンチライン @wifeisking／著 東京：幻冬舎 社会科学  

0117914192 デカルトはそんなこと言ってない ドゥニ・カンブシュネル／著 東京：晶文社 哲学心理 

0117781633 てくてく地獄さんぽガイド 田村　正彦／編著 東京：グラフィック社 宗教      

0115342313 でぶ大全 ロミ／著 東京：作品社 民俗習慣

0117808477 天才による凡人のための短歌教室 木下　龍也／[著] 東京：ナナロク社 文学      

0117779165 東京もっこり散歩 いからし　ひろき／文 東京：自由国民社 地誌紀行 

0115140733 どうせ死んでしまう… 中島　義道／著 東京：角川書店 哲学心理 

0117739052 東大の先生!文系の私に超わかりやすく高校の数学を教えてください! 西成　活裕／著 東京：かんき出版 自然科学  

0117926246 ドードーをめぐる堂々めぐり 川端　裕人／著 東京：岩波書店 自然科学  

0117887711 都会の異界 高橋　弘樹／著 東京：産業編集センター 地誌紀行 

0117643148 毒きのこに生まれてきたあたしのこと。 堀　博美／著 東京：天夢人 自然科学  

0117924332 独身偉人伝 長山　靖生／著 東京：新潮社 歴史      

0117995589 都市の問診 饗庭　伸／著 東京：鹿島出版会 工学      

0117825380 図書館の外は嵐 穂村　弘／著 東京：文藝春秋 総記

0117753152 ドタバタ関ケ原 長谷川　ヨシテル／著 東京：柏書房 歴史      

0117390617 とんでもない死に方の科学 コーディー・キャシディー／著 東京：河出書房新社 自然科学  

0117766428 なぜ星付きシェフの僕がサイゼリヤでバイトするのか? 村山　太一／著 東京：飛鳥新社 哲学心理 

0117972505 七十歳ババァ、起業する? 近　恵子／著 東京：内外出版社 産業      

0117855932 28文字の捨てかた yur.3／著 東京：主婦の友社 生活科学  

0117900514 ニューノーマル妄想国語辞典 野澤　幸司／著 東京：扶桑社 文学      

0117924803 人間愚痴大全 福田　智弘／著 東京：小学館集英社プロダクション 歴史      
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0117767970 猫はあくびで未来を描く 『ねこ新聞』編集部／監修 東京：竹書房 農業園芸 

0117884874 ノスタルジーはスーパーマーケットの2階にある パリッコ／[著] 東京：スタンド・ブックス 生活科学  

0117722652 はい。作り笑顔ですが、これでも精一杯仕事しています。 日野　瑛太郎／著 東京：KADOKAWA 哲学心理 

0117718346 バカの国 百田　尚樹／著 東京：新潮社 社会科学  

0117741306 「バカ」の研究 ジャン=フランソワ・マルミオン／編 東京：亜紀書房 哲学心理 

0116702598 幕末志士の死亡診断書 酒井　シヅ／監修 東京：エクスナレッジ 歴史      

0118024249 発達界隈通信 横道　誠／著 東京：教育評論社 医学      

0117948356 バナナの魅力を100文字で伝えてください 柿内　尚文／著 東京：かんき出版 社会科学  

0117791715 パパが貴族 山田ルイ53世／著 東京：双葉社 芸術      

0117760066 パン屋ではおにぎりを売れ 柿内　尚文／著 東京：かんき出版 哲学心理 

0117712422 ヒキコモリの法則 八木　さや／著 東京：廣済堂出版 哲学心理 

0117870741 人は死んだらどこへ行けばいいのか 佐藤　弘夫／著 東京：興山舎 民俗習慣

0117799353 100日間おなじ商品を買い続けることでコンビニ店員からあだ名をつけられるか。 与謝野／著 東京：光文社 文学      

0117972463 ふぞろいなキューリと地上の卵 駒井　一慶／著 札幌：寿郎社 農業園芸 

0117803007 ブラック霞が関 千正　康裕／著 東京：新潮社 社会科学  

0117805226 文章の問題地図 上阪　徹／著 東京：技術評論社 産業      

0117579573 平安ガールフレンズ 酒井　順子／著 東京：KADOKAWA 文学      

0117938878 頁をめくる音で息をする 藤井　基二／著 東京：本の雑誌社 総記

0117454553 ヘッポコ征夷大将軍 長谷川　ヨシテル／著 東京：柏書房 歴史      

0117812768 ヘンな科学 五十嵐　杏南／著 東京：総合法令出版 自然科学  

0117684316 ホームラン・ボールを拾って売ったら二回課税されるのか 浅妻　章如／著 [東京]：中央経済社 社会科学  

0117641100 僕の人生には事件が起きない 岩井　勇気／著 東京：新潮社 芸術      

0117855494 ボクは食器洗いをやっていただけで、家事をやっていなかった。 土屋　礼央／著 東京：KADOKAWA 芸術      

0117451690 ほっとけない神様図鑑 椙山　林継／監修 東京：あいうえお館 宗教      

0117918243 ポップス歌手の耐えられない軽さ 桑田　佳祐／著 東京：文藝春秋 芸術      

0117791400 本を気持ちよく読めるからだになるための本 松波　太郎／著 東京：晶文社 医学      

0117319491 ポンコツ武将列伝 長谷川　ヨシテル／著 東京：柏書房 歴史      

0117795971 本音の置き場所 バービー／著 東京：講談社 芸術      

0117737916 身のある話と、歯に詰まるワタシ 尾崎　世界観／著 東京：朝日新聞出版 文学      

0117914341 みんな政治でバカになる 綿野　恵太／著 東京：晶文社 社会科学  

0117744565 みんな大好き陰謀論 内藤　陽介／著 東京：ビジネス社 社会科学  
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0117828657 むかしむかしあるところに、哲学者がやってきた。 小川　仁志／著 東京：高橋書店 哲学心理 

0117862722 無職、ときどきハイボール 酒村　ゆっけ、／著 東京：ダイヤモンド社 生活科学  

0117792937 村上春樹のせいで イム　キョンソン／著 京都：季節社 文学      

0117913673 無理ゲー社会 橘　玲／著 東京：小学館 社会科学  

0117790691 メモの変態が手帳をスマホに変えた理由(わけ) 堀越　吉太郎／著 東京：小学館集英社プロダクション ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ   

0117595868 妄想国語辞典　[1] 野澤　幸司／著 東京：扶桑社 文学      

0117766592 妄想国語辞典　2 野澤　幸司／著 東京：扶桑社 文学      

0117792978 もしあのBIGアーティストが<文春砲にやられた>歌詞を書いたら 相田　毅／著 東京：幻冬舎 文学      

0117248237 もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら 神田　桂一／著 東京：宝島社 文学      

0117307538 もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら青のりMAX 神田　桂一／著 東京：宝島社 文学      

0117368910 もし文豪たちが現代の文房具を試しに使ってみたら 福島　槇子／著 東京：ごま書房新社 工学      

0117779413 モテないけど生きてます ぼくらの非モテ研究会／編著 東京：青弓社 社会科学  

0117817411 桃太郎のきびだんごは経費で落ちるのか? 高橋　創／著 東京：ダイヤモンド社 社会科学  

0117707604 ヤクザときどきピアノ 鈴木　智彦／著 東京：CCCメディアハウス 芸術      

0117858761 優しいあなたが不幸になりやすいのは世界が悪いのではなく自業自得なのだよ 藤森　かよこ／著 東京：大和出版 哲学心理 

0117773226 やっぱり、このゴミは収集できません 滝沢　秀一／著 東京：白夜書房 工学      

0117738187 ヤバい選挙 宮澤　暁／著 東京：新潮社 社会科学  

0118024835 闇の自己啓発 江永　泉／著 東京：早川書房 総記

0117778282 <読んだふりしたけど>ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法 三宅　香帆／著 東京：笠間書院 文学      

0117776070 藁を手に旅に出よう 荒木　博行／著 東京：文藝春秋 哲学心理 


