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№ 書名 著者名 出版社

1 アフターコロナのマーケティング戦略 足立 光／著 ダイヤモンド社

2 イギリス祭り紀行 居駒 永幸／著
冨山房インターナ
ショナル

3
イラストで見る200年前の京都　　（じっぴコンパクト新書
299）

天野 太郎／監修 実業之日本社

4 英文学者坪内逍遙 亀井 俊介／著 松柏社

5
江戸の旋風　　（二見時代小説文庫 も2-34 北風侍寒九
郎 7）

森 詠／著 二見書房

6 エルサレム<以前>のアイヒマン
ベッティーナ・シュタン
グネト／[著]

みすず書房

7
おでん屋ふみ おいしい占いはじめました　　（角川文庫
わ17-1）

渡辺 淳子／[著] KADOKAWA

8 女副署長　[2]　　（新潮文庫 ま-58-2） 松嶋 智左／著 新潮社

9 カランヂル駅
ドラウジオ・ヴァレーラ
／著

春風社

10 感染捜査 吉川 英梨／著 光文社

11 記憶翻訳者 みなもとに還る　　（創元SF文庫 SFも1-2） 門田 充宏／著 東京創元社

12 危機の国際政治史 柳沢 英二郎／著 亜紀書房

13 「聞き書き」をはじめよう 小田 豊二／著 木星舎

14 奇跡のバックホーム 横田 慎太郎／著 幻冬舎

15 ゲート　SEASON2-1 柳内 たくみ／著 アルファポリス

16 ゲート　SEASON2-2 柳内 たくみ／著 アルファポリス

17 ゲート　SEASON2-3 柳内 たくみ／著 アルファポリス

18 ゲート　SEASON2-4 柳内 たくみ／著 アルファポリス

19 ゲート　SEASON2-5 柳内 たくみ／著 アルファポリス

20 越えていく人 神里 雄大／著 亜紀書房

21 黒牢城 米澤 穂信／著 KADOKAWA

22 この地獄の片隅に　　（創元SF文庫 SFン10-2）
アレステア・レナルズ
／[ほか著]

東京創元社

23
この夏のこともどうせ忘れる　　（ポプラ文庫ピュアフル P
ふ-4-7）

深沢 仁／[著] ポプラ社

24
コロナ禍で暴かれた日本医療の盲点　　（平凡社新書
957）

島田 眞路／著 平凡社

25
紺碧の死闘　　（祥伝社文庫 わ7-26 傭兵代理店・改
[5]）

渡辺 裕之／著 祥伝社
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26 サイバースパイが日本を破壊する 井上 久男／著 ビジネス社

27 GDW興国論 下村 博文／著 飛鳥新社

28 歯科医院革命 河野 恭佑／著
幻冬舎メディアコン
サルティング

29 自助の時代 生涯現役に向けたキャリア戦略 佐藤 文男／著 労務行政

30 宗教と日本人　　（中公新書 2639） 岡本 亮輔／著 中央公論新社

31 順天堂大学医学部健康スポーツ室式長生き部屋トレ
順天堂大学医学部附属順天堂
医院健康スポーツ室／監修 文響社

32 植物忌 星野 智幸／著 朝日新聞出版

33 新・全訳須恵村
ジョン・F.エンブリー／
著

農山漁村文化協
会

34 数学の森 岡本 和夫／著 東京図書

35 スカイツリーの花嫁花婿 青柳 碧人／著 光文社

36 スパイスカレー新手法 水野 仁輔／著
パイインターナショ
ナル

37 生成Deep Learning David Foster／著
オライリー・ジャパ
ン

38 尊皇攘夷　　（新潮選書） 片山 杜秀／著 新潮社

39 達人が教える介護のコツ 北海道新聞社／編 北海道新聞社

40
超入門カーボンニュートラル　　（講談社+α新書 827-
2C）

夫馬 賢治／[著] 講談社

41 ツボちゃんの話 佐久間 文子／著 新潮社

42 トリガー　上　　（角川文庫 ま29-3） 真山 仁／[著] KADOKAWA

43 トリガー　下　　（角川文庫 ま29-4） 真山 仁／[著] KADOKAWA

44
日本語教育の新しい地図　　（シリーズ言語学と言語教
育 40）

青木 直子／編 ひつじ書房

45 PyTorchとfastaiではじめるディープラーニング Jeremy Howard／著
オライリー・ジャパ
ン

46 匣の人 松嶋 智左／著 光文社

47 はつなつみずうみ分光器 瀬戸 夏子／著 左右社

48
美人に見える「空気」のつくり方　　（知的生きかた文庫
ま50-1 わたしの時間シリーズ）

松本 千登世／著 三笠書房

49 福岡 博多・天神　'22　　（まっぷるマガジン 九州 02） 昭文社

50 フランシス・ベーコン
フランシス・ベーコン／
[画]

求龍堂
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51 雰囲気のある大人服　　（Heart Warming Life Series） 飛田 美穂／著 日本ヴォーグ社

52 ミステリー・オーバードーズ 白井 智之／著 光文社

53 みんな水の中　　（シリーズケアをひらく） 横道 誠／著 医学書院

54 虫たちの日本中世史　　（叢書・知を究める 19） 植木 朝子／著 ミネルヴァ書房

55 問題社員の正しい辞めさせ方 新田 龍／著 リチェンジ

56 闇の盾 寺尾 文孝／著 講談社

57 夜　　（ハーパーBOOKS M・ミ1・7）
ベルナール・ミニエ／
著

ハーパーコリンズ・
ジャパン

58 我は、おばさん 岡田 育／著 集英社
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