
ベストリーダー
神栖市立図書館2021年度（2021.4.1～2022.3.31）

順位 タイトル 著者名 請求記号

1 白鳥とコウモリ 東野　圭吾 F

2 元彼の遺言状 新川　帆立 F

3 ５２ヘルツのクジラたち 町田　そのこ F

4 ブラック・ショーマンと名も 東野　圭吾 F

5 小説８０５０ 林　真理子 F

6 推し、燃ゆ 宇佐見　りん F

7 クスノキの番人 東野　圭吾 F

8 魂手形 宮部　みゆき F

9 琥珀の夏 辻村　深月 F

10透明な螺旋 東野　圭吾 F

11そして、バトンは渡された 瀬尾　まいこ F

12正欲 朝井　リョウ F

13希望の糸 東野　圭吾 F

14黒牢城 米澤　穂信 F

15るるぶ茨城　’２２ JTB 291

16ライオンのおやつ 小川　糸 F

沈黙のパレード 東野　圭吾 F

もういちど 畠中　恵 F

鬼滅の刃　１８ 吾峠　呼世晴 Y726
17

鬼滅の刃　１９ 吾峠　呼世晴 Y726

21オムニバス 誉田　哲也 F

護られなかった者たちへ 中山　七里 F
22
鬼滅の刃　１７ 吾峠　呼世晴 Y726

境界線 中山　七里 F
24
鬼滅の刃　２０ 吾峠　呼世晴 Y726

鬼滅の刃　１０ 吾峠　呼世晴 726

大義 今野　敏 F26

鬼滅の刃　９ 吾峠　呼世晴 Y726

きたきた捕物帖 宮部　みゆき F

新謎解きはディナーのあと 東川　篤哉 F29

エレジーは流れない 三浦　しをん F

悪魔には悪魔を 大沢　在昌 F

硝子の塔の殺人 知念　実希人 F32

鬼滅の刃　１２ 吾峠　呼世晴 Y726

星落ちて、なお 澤田　瞳子 F

ロータスコンフィデンシャル 今野　敏 F35

鬼滅の刃　１３ 吾峠　呼世晴 Y726

ラスプーチンの庭 中山　七里 F

ドキュメント 湊　かなえ F38

鬼滅の刃　１１ 吾峠　呼世晴 Y726

順位 タイトル 著者名 請求記号

38鬼滅の刃　１６ 吾峠　呼世晴 Y726

Ｇｏ　Ｔｏマリコ 林　真理子 914

昨日がなければ明日もな 宮部　みゆき F

心淋し川 西條　奈加 F
42

鬼滅の刃　２３ 吾峠　呼世晴 Y726

るるぶ千葉房総　’２２ JTB 291

三千円の使いかた 原田　ひ香 F

鬼滅の刃　２１ 吾峠　呼世晴 Y726
46

鬼滅の刃　２２ 吾峠　呼世晴 Y726

臨床の砦 夏川　草介 F

能面検事の奮迅 中山　七里 F50

鬼滅の刃　１５ 吾峠　呼世晴 Y726

月下のサクラ 柚月　裕子 F
53
鬼滅の刃　１４ 吾峠　呼世晴 Y726

マスカレード・ナイト 東野　圭吾 F

雷神 道尾　秀介 F55

鬼滅の刃　８ 吾峠　呼世晴 Y726

志麻さんのベストおかず　 タサン志麻 596

みとりねこ 有川　ひろ F58

鬼滅の刃　７ 吾峠　呼世晴 Y726

るるぶ茨城　’２０ JTB 291

ぼくのお父さん 矢部　太郎 367

これで暮らす 群　ようこ 914

テスカトリポカ 佐藤　究 F

61

リボルバー 原田　マハ F

かがみの孤城 辻村　深月 F

逆ソクラテス 伊坂　幸太郎 F

婿どの相逢席 西條　奈加 F

ｉｎｖｅｒｔ 相沢　沙呼 F

66

オルタネート 加藤　シゲアキ YF

流浪の月 凪良　ゆう F
71
霧をはらう 雫井　脩介 F

お探し物は図書室まで 青山　美智子 F

神よ憐れみたまえ 小池　真理子 F

暮鐘 今野　敏 F

聖刻 堂場　瞬一 F

鬼滅の刃　６ 吾峠　呼世晴 Y726

73

鬼滅の刃　１ 吾峠　呼世晴 Y726

さよならの儀式 宮部　みゆき F
79
沈黙の終わり　上 堂場　瞬一 F
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順位 タイトル 著者名 請求記号

沈黙の終わり　下 堂場　瞬一 F

罪の因果性 横関　大 F79

鬼滅の刃　５ 吾峠　呼世晴 Y726

星ひとみの天星術 星　ひとみ 148

鬼滅の刃　外伝 平野　稜二 726

半沢直樹　アルルカンと道 池井戸　潤 F

ヒポクラテスの悔恨 中山　七里 F

熱風団地 大沢　在昌 F

鬼滅の刃　４ 吾峠　呼世晴 Y726

鬼滅の刃　２ 吾峠　呼世晴 Y726

84

鬼滅の刃　３ 吾峠　呼世晴 Y726

ＦＡＣＴＦＵＬＮＥＳＳ ハンス・ロスリング 002

野良犬の値段 百田　尚樹 F

星に祈る あさの　あつこ F
92

一夜の夢 佐伯　泰英 F

るるぶ日光那須　’２２ JTB 291

１分で決まる！志麻さんの 志麻 596

業務スーパー１２０％活用 業務田　スー子 596

クララとお日さま カズオ　イシグロ 933

居酒屋ぼったくり　おかわり秋川　滝美 F

赤の呪縛 堂場　瞬一 F

96

ミカエルの鼓動 柚月　裕子 F

るるぶ福島会津磐梯　’２２ JTB 291

もっと、やめてみた。 わたなべ　ぽん 590

九十八歳。戦いやまず日 佐藤　愛子 914

魔力の胎動 東野　圭吾 F

自転しながら公転する 山本　文緒 F

その扉をたたく音 瀬尾　まいこ F

初詣で 佐伯　泰英 F

103

ちはやふる　４６ 末次　由紀 Y726

るるぶドライブ関東ベストコ JTB 291

小福ときどき災難 群　ようこ 914

いわいごと 畠中　恵 F

花下に舞う あさの　あつこ F

111

兇人邸の殺人 今村　昌弘 F

今さら聞けない投資の超基 泉　美智子 338

まいにちタマゴ タマゴ科学研究会 498

さらに、やめてみた。 わたなべ　ぽん 590

えんとつ町のプペル にしの　あきひろ 726

116

宗棍 今野　敏 F

順位 タイトル 著者名 請求記号

白光 朝井　まかて F
116
ハイキュー！！　５ 古舘　春一 Y726

女のいない男たち 村上　春樹 F

今度生まれたら 内館　牧子 F

代理母、はじめました 垣谷　美雨 F

傷痕のメッセージ 知念　実希人 F

曲亭の家 西條　奈加 F

ブレイクニュース 薬丸　岳 F

ハイキュー！！　３ 古舘　春一 Y726

ハイキュー！！　４ 古舘　春一 Y726

ハイキュー！！　４２ 古舘　春一 Y726

ハイキュー！！　４４ 古舘　春一 Y726

123

ハイキュー！！　４５ 古舘　春一 Y726

るるぶ栃木　’２２ JTB 291

大家さんと僕 矢部　太郎 726

ダーリンの進化論 高嶋　ちさ子 762

未来 湊　かなえ F

カケラ 湊　かなえ F

田舎のポルシェ 篠田　節子 F

夜ごとの才女 赤川　次郎 F

134

ハイキュー！！　４１ 古舘　春一 Y726

るるぶ茨城　’１９ JTB 291

ハイキュー！！　１ 古舘　春一 726

落日 湊　かなえ F

オフマイク 今野　敏 F

ランチ酒　［３］ 原田　ひ香 F

142

仮面 伊岡　瞬 F

るるぶ東京　’２２ JTB 291

ミニマリスト、４１歳で４０００ 森　秋子 590

ハイキュー！！　４３ 古舘　春一 726

美女の魔界退治 林　真理子 914

雪に撃つ 佐々木　譲 F

ＭＲ 久坂部　羊 F

にぎやかな落日 朝倉　かすみ F

梅花下駄 佐伯　泰英 F

148

民王 池井戸　潤 F

ぼくはイエローでホワイト ブレイディみかこ 376

やめてみた。 わたなべ　ぽん 590

ツナグ 辻村　深月 F
157

清明 今野　敏 F
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順位 タイトル 著者名 請求記号

明日は結婚式 小路　幸也 F

ハイキュー！！　２ 古舘　春一 Y726157

ハイキュー！！　４０ 古舘　春一 Y726

るるぶこどもとあそぼ！首 JTB 291

妻が口をきいてくれません 野原　広子 367

ハイキュー！！　３９ 古舘　春一 726

本日も晴天なり 梶　よう子 F

ヒソップ亭　２ 秋川　滝美 F

神の悪手 芦沢　央 F

薔薇のなかの蛇 恩田　陸 F

母親からの小包はなぜこん 原田　ひ香 F

ボーダーライト 今野　敏 F

164

ハイキュー！！　３７ 古舘　春一 Y726

るるぶ会津磐梯福島　’２１ JTB 291

いのちの停車場 南　杏子 F

日没 桐野　夏生 F

スモールワールズ 一穂　ミチ F

ヒトコブラクダ層ぜっと　下 万城目　学 F

巨鳥の影 長岡　弘樹 F

塞王の楯 今村　翔吾 F

174

ハイキュー！！　３８ 古舘　春一 Y726

るるぶ栃木　’２１ JTB 291

るるぶ北海道　’２２ JTB 291

るるぶ仙台松島宮城　’２２ JTB 291

家政婦ｍａｋｏのずぼら１分 ｍａｋｏ 596

己丑の大火 佐伯　泰英 F

インドラネット 桐野　夏生 F

兵諌 浅田　次郎 F

ゴースト・ポリス・ストーリー 横関　大 F

ペッパーズ・ゴースト 伊坂　幸太郎 F

ハイキュー！！　６ 古舘　春一 Y726

182

ハイキュー！！　３６ 古舘　春一 Y726

世界一美味しい手抜きご はらぺこグリズリー 596

九十歳。何がめでたい 佐藤　愛子 914

命とられるわけじゃない 村山　由佳 914

少年と犬 馳　星周 F

湯どうふ牡丹雪 山本　一力 F

チンギス紀　１０ 北方　謙三 F

彼岸花が咲く島 李　琴峰 F

193

噂を売る男 梶　よう子 F

順位 タイトル 著者名 請求記号

シークレット・エクスプレス 真保　裕一 F

とにもかくにもごはん 小野寺　史宜 F193

闇祓 辻村　深月 F

るるぶ日光那須　’２１ JTB 291

人は話し方が９割 永松　茂久 361

「空腹」こそ最強のクスリ 青木　厚 498

ズボラ習慣をリセットしたら わたなべ　ぽん 590

「ちゃんとしなきゃ！」をや なぎまゆ 597

ハイキュー！！　１６ 古舘　春一 726

ちはやふる　４５ 末次　由紀 726

気がつけば、終着駅 佐藤　愛子 914

ラプラスの魔女 東野　圭吾 F

焦眉 今野　敏 F

夜明けのすべて 瀬尾　まいこ F

ひとり旅日和　［２］ 秋川　滝美 F

鼠、十手を預かる 赤川　次郎 F

チンギス紀　１１ 北方　謙三 F

李王家の縁談 林　真理子 F

ハイキュー！！　３０ 古舘　春一 Y726

204

ハイキュー！！　３４ 古舘　春一 Y726

タスカジさんが選んだ本当 タスカジ 590

伝説の家政婦志麻さんがうタサン志麻 596

ハイキュー！！　３２ 古舘　春一 726

消えたママ友 野原　広子 726

鬼滅の刃 吾峠　呼世晴 F

暴虎の牙 柚月　裕子 F

もう、聞こえない 誉田　哲也 F

えにし屋春秋 あさの　あつこ F

とわの庭 小川　糸 F

旅する練習 乗代　雄介 F

灰の劇場 恩田　陸 F

俺と師匠とブルーボーイと 桜木　紫乃 F

本心 平野　啓一郎 F

まりも日記 真梨　幸子 F

君と歩いた青春 小路　幸也 F

嗤う淑女二人 中山　七里 F

ハイキュー！！　３３ 古舘　春一 Y726

ハイキュー！！　３５ 古舘　春一 Y726

221

薬屋のひとりごと　１１ 日向　夏 YBF

240るるぶ信州　’２２ JTB 291
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順位 タイトル 著者名 請求記号

るるぶ横浜中華街みなとみ JTB 291

人生が整う家事の習慣 本間　朝子 590

カレンの台所 滝沢　カレン 596

志麻さん式定番家族ごは タサン志麻 596

伝説の家政婦沸騰ワード１ タサン志麻 596

農家直伝たくさんとれた野 池上　正子 596

ハイキュー！！　８ 古舘　春一 726

老人初心者の覚悟 阿川　佐和子 914

マスカレード・イブ 東野　圭吾 BF

マスカレード・ホテル 東野　圭吾 F

七色の毒 中山　七里 F

暗約領域 大沢　在昌 F

居酒屋ぼったくり　おかわり秋川　滝美 F

家族じまい 桜木　紫乃 F

一人称単数 村上　春樹 F

復讐の協奏曲（コンチェル 中山　七里 F

刑事の枷 堂場　瞬一 F

わたし、定時で帰ります。　 朱野　帰子 F

あるヤクザの生涯 石原　慎太郎 F

白医 下村　敦史 F

逆玉に明日はない 楡　周平 F

熔果 黒川　博行 F

ハイキュー！！　１９ 古舘　春一 Y726

ハイキュー！！　３１ 古舘　春一 Y726

240

宇宙兄弟　３９ 小山　宙哉 Y726
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