
【一般書】

書名 著者名 請求記号

嫌われる勇気 　岸見　一郎∥著 １４６　キ

やる気に頼らず「すぐやる人」になる３７のコツ 　大平　信孝∥著 １５９　オ

苦しかったときの話をしようか 　森岡　毅∥著 １５９　モ

７０歳が老化の分かれ道 　和田　秀樹∥著 １５９．７　ワ

８０歳の壁 　和田　秀樹∥著 １５９．７　ワ

土偶を読む 　竹倉　史人∥著 ２１０．２　タ

地球の歩き方ムー 　 ２９０．９　チ

ジェイソン流お金の増やし方 　厚切りジェイソン∥著 ３３８．８　ア

人は話し方が９割 　永松　茂久∥著 ３６１　ナ

人は聞き方が９割 　永松　茂久∥著 ３６１．４　ナ

暁の宇品 　堀川　惠子∥著 ３９６．７　ホ

すばらしい人体 　山本　健人∥著 ４９０．４　ヤ

１万人の脳を見た名医が教えるすごい左利き 　加藤　俊徳∥著 ４９１．３７　カ

スマホ脳 　アンデシュ　ハンセン∥著 ４９１．３７　ハ

ひとりほぐし 　崎田　ミナ∥著 ４９２．７　サ

メンタル強め美女白川さん 　獅子∥著 ７２６．１　シ

拾われた男 　松尾　諭∥著 ７７８．２　マ

嫌われた監督 　鈴木　忠平∥著 ７８３．７　オ

はい、泳げません 　高橋　秀実∥著 ７８５　タ

２０代で得た知見 　Ｆ∥著 ９１４．６　エ

三十の反撃 　ソン　ウォンピョン∥著 ９２９．１　ソ

サリンジャーと過ごした日々 　ジョアンナ　ラコフ∥著 ９３０　サ

マザリング・サンデー 　グレアム　スウィフト∥著 ９３３　ス

渇きと偽り 　ジェイン　ハーパー∥著 ９３３　ハ

われら闇より天を見る 　クリス　ウィタカー∥著 ９３３．７　ウ

ボブが遺してくれた最高のギフト 　ジェームズ　ボーエン∥著 ９３６　ボ

ファビアン 　エーリヒ　ケストナー∥著 ９４３　ケ

ちいさな国で 　ガエル　ファイユ∥著 ９５３　フ

異常 　エルヴェ　ル　テリエ∥著 ９５３．７　ル

ｍｅｄｉｕｍ 　相沢　沙呼∥著 Ｆ　アイ

同志少女よ、敵を撃て 　逢坂　冬馬∥著 Ｆ　アイ

≪　２０２２年
ねん

話題
わだい

になった本
ほん

　≫

2023年1月　2022年話題になった本



書名 著者名 請求記号

底惚れ 　青山　文平∥著 Ｆ　アオ

六人の嘘つきな大学生 　浅倉　秋成∥著 Ｆ　アサ

正欲 　朝井　リョウ∥著 Ｆ　アサ

大鞠家殺人事件 　芦辺　拓∥著 Ｆ　アシ

ぼくらに嘘がひとつだけ 　綾崎　隼∥著 Ｆ　アヤ

やがて海へと届く 　彩瀬　まる∥著 Ｆ　アヤ

シャイロックの子供たち 　池井戸　潤∥著 Ｆ　イケ

ハヤブサ消防団 　池井戸　潤∥著 Ｆ　イケ

マリアビートル 　伊坂　幸太郎∥著 Ｆ　イサ

スモールワールズ 　一穂　ミチ∥著 Ｆ　イチ

今はちょっと、ついてないだけ 　伊吹　有喜∥著 Ｆ　イブ

こちらあみ子 　今村　夏子∥著 Ｆ　イマ

塞王の楯 　今村　翔吾∥著 Ｆ　イマ

変な家 　雨穴∥著 Ｆ　ウケ

今度生まれたら 　内館　牧子∥著 Ｆ　ウチ

ブロッコリー・レボリューション 　岡田　利規∥著 Ｆ　オカ

君のクイズ 　小川　哲∥著 Ｆ　オガ

海の見える理髪店 　荻原　浩∥著 Ｆ　オギ

向田理髪店 　奥田　英朗∥著 Ｆ　オク

残月記 　小田　雅久仁∥著 Ｆ　オダ

定年オヤジ改造計画 　垣谷　美雨∥著 Ｆ　カキ

無垢なる花たちのためのユートピア 　川野　芽生∥著 Ｆ　カワ

百花 　川村　元気∥著 Ｆ　カワ

遠（とおくの）巷説百物語 　京極　夏彦∥著 Ｆ　キョ

リリアン 　岸　政彦∥著 Ｆ　キシ

あなたに安全な人 　木村　紅美∥著 Ｆ　キム

鵜頭川村事件 　櫛木　理宇∥著 Ｆ　クシ

チェインドッグ 　櫛木　理宇∥著 Ｆ　クシ

夜に星を放つ 　窪　美澄∥著 Ｆ　クボ

最後の挨拶 　小林　エリカ∥著 Ｆ　コバ

フィールダー 　古谷田　奈月∥著 Ｆ　コヤ

爆弾 　呉　勝浩∥著 Ｆ　ゴ

警官の血　上巻，下巻 　佐々木　譲∥著 Ｆ　ササ　１，２

とんび 　重松　清∥著 Ｆ　シゲ
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よだかの片想い 　島本　理生∥著 Ｆ　シマ

さよならの向う側 　清水　晴木∥著 Ｆ　シミ

さよならの向う側　ｉ　ｌｏｖｅ　ｙｏｕ 　清水　晴木∥著 Ｆ　シミ　２

元彼の遺言状 　新川　帆立∥著 Ｆ　シン

競争の番人 　新川　帆立∥著 Ｆ　シン

黛家の兄弟 　砂原　浩太朗∥著 Ｆ　スナ

ブラックボックス 　砂川　文次∥著 Ｆ　スナ

正体 　染井　為人∥著 Ｆ　ソメ

おいしいごはんが食べられますように 　高瀬　隼子∥著 Ｆ　タカ

阿修羅草紙 　武内　涼∥著 Ｆ　タケ

帆神 　玉岡　かおる∥著 Ｆ　タマ

婚活探偵 　大門　剛明∥著 Ｆ　ダイ

祈りのカルテ 　知念　実希人∥著 Ｆ　チネ

祈りのカルテ　２ 　知念　実希人∥著 Ｆ　チネ　２

戴天 　千葉　ともこ∥著 Ｆ　チバ

ハケンアニメ！ 　辻村　深月∥著 Ｆ　ツジ

寂しい丘で狩りをする 　辻原　登∥著 Ｆ　ツジ

つまらない住宅地のすべての家 　津村　記久子∥著 Ｆ　ツム

川のほとりに立つ者は 　寺地　はるな∥著 Ｆ　テラ

線は、僕を描く 　砥上　裕將∥著 Ｆ　トガ

Ｎ／Ａ 　年森　瑛∥著 Ｆ　トシ

ムーンライト・イン 　中島　京子∥著 Ｆ　ナカ

やさしい猫 　中島　京子∥著 Ｆ　ナカ

ミシンと金魚 　永井　みみ∥著 Ｆ　ナガ

流浪の月 　凪良　ゆう∥著 Ｆ　ナギ

旅する練習 　乗代　雄介∥著 Ｆ　ノリ

灼熱 　葉真中　顕∥著 Ｆ　ハマ

旅屋おかえり 　原田　マハ∥著 Ｆ　ハラ

一橋桐子〈７６〉の犯罪日記 　原田　ひ香∥著 Ｆ　ハラ

沈黙のパレード 　東野　圭吾∥著 Ｆ　ヒガ

禁断の魔術 　東野　圭吾∥著 Ｆ　ヒガ

空白を満たしなさい 　平野　啓一郎∥著 Ｆ　ヒラ

橋ものがたり 　藤沢　周平∥著 Ｆ　フジ

平家物語　犬王の巻 　古川　日出男∥著 Ｆ　フル

両手にトカレフ 　ブレイディみかこ∥著 Ｆ　ブレ
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夢を喰う男 　本城　雅人∥著 Ｆ　ホン

その本は 　又吉　直樹∥著 Ｆ　マタ

宙ごはん 　町田　そのこ∥著 Ｆ　マチ

松本清張全集　２　眼の壁　絢爛たる流離 　松本　清張∥著 Ｆ　マツ　２

夢をかなえるゾウ　０ 　水野　敬也∥著 Ｆ　ミズ　０

風よあらしよ 　村山　由佳∥著 Ｆ　ムラ

四畳半タイムマシンブルース 　上田　誠∥原案 Ｆ　モリ

＃真相をお話しします 　結城　真一郎∥著 Ｆ　ユウ

方舟 　夕木　春央∥著 Ｆ　ユウ

高く翔べ 　吉川　永青∥著 Ｆ　ヨシ

ミトンとふびん 　吉本　ばなな∥著 Ｆ　ヨシ

余命一年、男をかう 　吉川　トリコ∥著 Ｆ　ヨシ

黒牢城 　米澤　穂信∥著 Ｆ　ヨネ

おらおらでひとりいぐも 　若竹　千佐子∥著 Ｆ　ワカ

嫌いなら呼ぶなよ 　綿矢　りさ∥著 Ｆ　ワタ

２０歳（はたち）のソウル 　中井　由梨子∥著 Ｂ　２８９.１　ア

自由研究には向かない殺人 　ホリー　ジャクソン∥著 Ｂ　９３３.７　ジ

アキラとあきら 　池井戸　潤∥著 Ｂ　Ｆ　イケ

今夜、世界からこの恋が消えても 　一条　岬∥著 Ｂ　Ｆ　イチ
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