
No タイトル 出版社

1 基礎からわかる　論文の書き方 講談社

2 5日で学べて一生使える!レポート・論文の教科書 （ちくまプリマー新書） 筑摩書房

3 大学生のための教科書 東京書籍

4
図解ミスが少ない人は必ずやっている<書類・手帳・ノート>の整理

術
サンクチュアリ出版

5
「考える力」をつける本　本・ニュースの読み方から情報整理、発想の技術

まで
三笠書房

6 最短の時間で最大の成果を手に入れる 超効率勉強法 学研

7 簡潔で心揺さぶる文章作法 KADOKAWA

8 敬語力がつく！文章＆文書の超・基本 主婦の友社

9 超一流の雑談力 電子版 文響社

10 ヤバすぎる心理術 ワニブックス

11 「頭のいい人」はシンプルに生きる 三笠書房

12 世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方 KADOKAWA

13 うまくいっている人の考え方 完全版 花柄ピンク ディスカヴァー・トゥエンティワン

14 気くばりのツボ  サンクチュアリ出版

15 オトナ女子の不調をなくすカラダにいいこと大全 サンクチュアリ出版

16  運動ゼロ空腹ゼロでもみるみる痩せる　ガチ速“脂”ダイエット 扶桑社

17 志麻さんのベストおかず 電子版 扶桑社

18 イチバン親切な料理の教科書 新版 新星出版社

19 クックパッドのおいしい厳選!野菜レシピ 新星出版社

20 殿堂入りレシピも大公開!クックパッドの大人気おかず108 Part1 扶桑社

21
東大ナゾトレ東京大学謎解き制作集団AnotherVisionからの挑戦状

 第1巻 電子版
扶桑社

22 1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365 電子版 文響社

23  理系のための英語論文執筆ガイド （ブルーバックス） 講談社

24 おつきあいのマナーとコツ 電子版 （暮らしの絵本） 学研教育出版

25 冠婚葬祭はじめてのマナー 主婦の友社

26 プロカウンセラーの聞く技術 創元社

27 LIFE SHIFT 2 100年時代の行動戦略 電子版 東洋経済新報社

28 Ｎｏ．１カリスマコーチが教える　一瞬で自分を変える法 三笠書房

29 図解99%の人がしていないたった1%のリーダーのコツ 電子書籍版 ディスカヴァー・トゥエンティワン

30 心配事の9割は起こらない 電子書籍版 三笠書房

31 影響力の武器[第三版]　なぜ、人は動かされるのか 誠信書房

32 やる気のスイッチ! サンクチュアリ出版

33 神さまとのおしゃべり－あなたの常識は、誰かの非常識－ ワニブックス

34 うまくいっている人の考え方 プレミアムカバー 紺 ディスカヴァー・トゥエンティワン

35 リンパストレッチで不調を治す! 新装版 マガジンハウス

36
１分おしり筋を伸ばすだけで劇的ペタ腹！

おしり整体メソッドでおなかも脚もみるみる細くなる！
学研

37 1週間で腹を凹ます体幹力トレーニング 電子書籍版 三笠書房

電子書籍　　LibrariE　【一般書】



38  Matty式足ツボ10分解毒マッサージ ワニブックス

39 世界一美味しい手抜きごはん  KADOKAWA

40 つくりおきおかずで朝つめるだけ!弁当 扶桑社

41 作りおきそうざい 主婦の友社

42
どこにでもある素材でだれでもできるレシピを

一冊にまとめた「作る気になる」本 電子版
扶桑社

43 ラクうまごはんのコツ 新星出版社

44  みそ汁はおかずです 電子版 学研プラス

45 Yuuのラクうま♡ベストレシピ 電子版 （FUSOSHA MOOK） 扶桑社

46 冷凍保存の教科書ビギナーズ 新星出版社

47 「つくりおき食堂」の超簡単レシピ 電子特別版 （FUSOSHA MOOK） 扶桑社

48 論文・レポートのまとめ方 （ちくま新書） 筑摩書房

49 ロジカル・シンキング - 論理的な思考と構成のスキル 東洋経済新報社

50 図解本当に頭がよくなる1分間勉強法 デジタル版 KADOKAWA

51 学び効率が最大化するインプット大全  サンクチュアリ出版

52 書き方のマナーとコツ 電子版 （暮らしの絵本） 学研教育出版

53 生涯使える大人の文章力 主婦の友社

54 人生はニャンとかなる! 電子版 文響社

55 人生はワンチャンス! 電子書籍版 ミズノオフィス

56  うまくいっている人の考え方 完全版 電子書籍版 （ディスカヴァー携書） ディスカヴァー・トゥエンティワン

57 覚悟の磨き方 サンクチュアリ出版

58  名言セラピー 電子書籍版 ディスカヴァー・トゥエンティワン

59 できる人は必ず持っている一流の気くばり力 電子書籍版 三笠書房

60 反応しない練習 デジタル版 KADOKAWA

61 人生はもっとニャンとかなる! 電子版 文響社

62 手紙屋 電子書籍版 ディスカヴァー・トゥエンティワン

63 論理的思考力を鍛える33の思考実験 彩図社

64 人生はZOOっと楽しい! 電子版 文響社

65 世界一やせるスクワット 日本文芸社

66 「水分の摂りすぎ」は今すぐやめなさい 電子書籍版 三笠書房

67 糖質をやめられない オトナ女子のためのヤセ方図鑑 ワニブックス

68 奇跡の３日腹ペタ - 不調が消える！体がコンパクトに！ - ワニブックス

69 タニタ式カラダのひみつ 三笠書房

70 最強ずぼら女子が成功した唯一のダイエット KADOKAWA

71 作りおきサラダ 主婦の友社

72 その調理、9割の栄養捨ててます! 電子版 世界文化社

73 作りおき&帰って10分おかず336 新星出版社

74 図解食べても食べても太らない法 電子書籍版 三笠書房

75 野心のすすめ （講談社現代新書） 講談社

76 怖いくらい当たる「血液型」の本 （王様文庫） 三笠書房

77感情的にならない本 電子書籍版 （ディスカヴァーebook選書）ディスカヴァー・トゥエンティワン

78 記憶力を強くする （ブルーバックス） 講談社

79 やったほうがイイ風水 日本文芸社

80 人見知りでも「人脈が広がる」ささやかな習慣 実務教育出版 



81
イラスト図解　社会人として必要な経済と政治のことが

５時間でざっと学べる［新訂版］
 KADOKAWA

82 人を動かしてしまう すごい質問力 ワニブックス 

83
敬語の使い方・話し方スピード学習帳

（1時間で復習! もう一度ポイントだけおさえる）
主婦の友社 

84 最新　ビジネスマナーの基本 新星出版社 

85 才能に頼らない文章術
 ディスカヴァー・トゥエンティ

ワン

86 神・文章術  KADOKAWA

87 図解眠れなくなるほど面白い社会心理学 日本文芸社 

88 勝てるメンタル KADOKAWA 

89 あなたが「一番輝く」仕事を見つける最強の自己分析 KADOKAWA 

90 小説はたらく細胞 （Kodansha K★K bunko） 講談社 

91 小説はたらく細胞 2 （Kodansha K★K bunko） 講談社 

92 小説はたらく細胞 3 （Kodansha K★K bunko） 講談社 

93 ライオンのおやつ ポプラ社 

94 るるぶマンガとクイズで楽しく学ぶ！天気のひみつ JTBパブリッシング

95 るるぶ大阪 '23 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング 

96
るるぶドライブ信州東海北陸ベストコース 2022

（るるぶ情報版）
JTBパブリッシング 

97 るるぶもっと見たい!世界の絶景 （JTBのMOOK） JTBパブリッシング

98 何のために伝えるのか? KADOKAWA 

99 5日で学べて一生使える!プレゼンの教科書 筑摩書房 

100
今日からなくそう!食品ロス 1 食べられるのに

捨てられちゃうの?
汐文社

101
速効!1日1分で身につく!自分の能力を引き出す

メンタル強化術 電子版
 ゴマブックス

102 読む・書く・話すを極める大人の言語スキル大全 KADOKAWA 

103 赤い猫　──ミステリ短篇傑作選 筑摩書房 

104 るるぶ九州'23 JTBパブリッシング 

105 るるぶ東京観光'23 JTBパブリッシング

106 るるぶ京都を歩こう '23 （るるぶ情報版）  JTBパブリッシング

107 るるぶ沖縄ベスト '23 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング

108 るるぶ滋賀びわ湖 '23 JTBパブリッシング

109 1人分のレンジ飯革命  KADOKAWA

110 ほぼ100円飯  KADOKAWA


