
No. タイトル 著者表示 出版者

1 音声対話システム－基礎から実装まで－ 井上昻治／共著　河原達也／共著 オーム社

2 私たちはAIを信頼できるか 大澤真幸／著　川添愛／著　三宅陽一郎／著　山本貴光／著　吉川浩満／著 文藝春秋

3 スマホ・デトックスの時代－「金魚」をすくうデジタル文明論－ ブリュノ・パティノ／著　林昌宏／訳 白水社

4 コンピュータはなぜ動くのか－知っておきたいハードウエア&ソフトウエアの基礎知識－　第2版 矢沢久雄／著 日経BP

5 情報セキュリティの敗北史－脆弱性はどこから来たのか－ アンドリュー・スチュワート／著　小林啓倫／訳 白揚社

6 入門講義ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』(筑摩選書　0237) 大谷弘／著 筑摩書房

7 <実存哲学>の系譜－キェルケゴールをつなぐ者たち－(講談社選書メチエ　772) 鈴木祐丞／著 講談社

8 神学の思考－キリスト教とは何か－(平凡社ライブラリー　935) 佐藤優／著 平凡社

9 中世イングランドの日常生活－生活必需品から食事、医療、仕事、治安まで－ トニ・マウント／著　龍和子／訳 原書房

10 イギリス社会史1580-1680－経済・社会秩序・文化－(ちくま学芸文庫　ラ14-1) キース・ライトソン／著　中野忠／訳　山本浩司／訳 筑摩書房

11 世界から忘れられた廃墟－誕生・繁栄・破滅の物語－(NATIONAL GEOGRAPHIC) トラビス・エルボラフ／著　マーティン・ブラウン／著　梅田智世／訳 日経ナショナルジオグラフィック

12 世界のすごいホテル－いつか泊まりたい至極の宿を旅の雑学とともに解説－(地球の歩き方BOOKS　W23　旅の図鑑シリーズ) 地球の歩き方編集室／編集 地球の歩き方

13 ダイナミックな自然とレトロかわいい町ハワイ島へ(旅のヒントBOOK) 三谷かおり／著 イカロス出版

14 人種契約(叢書・ウニベルシタス　1150) チャールズ・W.ミルズ／[著]　杉村昌昭／訳　松田正貴／訳 法政大学出版局

15 中国パンダ外交史(講談社選書メチエ　773) 家永真幸／著 講談社

16 国際協力キャリアガイド　2022-23　小さな一歩から、世界が変わる 国際開発ジャーナル社

17 人事制度の基本－この1冊ですべてわかる－ 西尾太／著 日本実業出版社

18 リデザイン・ワーク 新しい働き方 リンダ・グラットン／著　池村千秋／訳 東洋経済新報社

19 年金生活者・定年退職者のための確定申告　令和5年3月15日締切分 山本宏／監修 技術評論社

20 水族館のアシカはいくらで買える?－3ステップでわかる教養としての地方財政－ 野崎敏彦／著 合同フォレスト

21 10歳から使ってほしいみんなのお金とサービス大事典－格差社会の不安にそなえるお守りBOOK－ 井手英策／著 誠文堂新光社

22 介護白書　令和4年版　老健施設の立場から 全国老人保健施設協会／編集 オフィスTM

23 雇用か賃金か日本の選択(筑摩選書　0238) 首藤若菜／著 筑摩書房

24 学校で気になる子どものサイン　増補改訂版 五十嵐哲也／編著　杉本希映／編著　茅野理恵／編著　石津憲一郎／著　下田芳幸／著 少年写真新聞社

25 中学卒・高校転編入からの進学－高卒資格 転編入・高認のための学校選び－2023 学びリンク

26 犬に話しかけてはいけない－内陸アラスカのマルチスピーシーズ民族誌－ 近藤祉秋／著 慶應義塾大学出版会

27 村八分 礫川全次／著 河出書房新社

28 世界を変えた書物 山本貴光／著　橋本麻里／編 小学館

29 身の回りにあるノーベル賞がよくわかる本－しろねこと学ぶ生理学・医学賞、物理学賞、化学賞　サイエンス・ウォーカー－ かきもち／著 翔泳社

30 大失敗から生まれたすごい科学(SUPERサイエンス) 齋藤勝裕／著 シーアンドアール研究所

31 東海の名水・わき水ゆるやか紀行(爽BOOKS) なごやメディア研究会／編 風媒社

32 前恐竜時代－失われた魅惑のペルム紀世界－ 土屋健／著　かわさきしゅんいち／絵　佐野市葛生化石館／監修 ブックマン社

33 熊鷹－孤高の狩人－ 真木広造／撮影・監修 メイツユニバーサルコンテンツ

34 アザラシ語入門－水中のふしぎな音に耳を澄ませて－(新・動物記　6) 水口大輔／著 京都大学学術出版会

35 循環器系と健康長寿・フレイル対策(フレイル対策シリーズ　5) 葛谷雅文／監修　楽木宏実／監修　大石充／編集 先端医学社

36 最新健康ビジネスの動向とカラクリがよ〜くわかる本－業界人、就職、転職に役立つ情報満載－　第3版(図解入門業界研究　How 川上清市／著 秀和システム

37 「女の痛み」はなぜ無視されるのか? アヌシェイ・フセイン／著　堀越英美／訳 晶文社

38 世界で一番やさしい建築入門－110のキーワードで学ぶ　建築知識創刊60周年記念出版－　最新改訂版(建築知識　[世界で一番 小平惠一／著 エクスナレッジ

39 世界の装飾が美しい店 パイインターナショナル／編著 パイインターナショナル

40 鉄道運転進化論－自動運転の時代に運転士は必要か?－(交通新聞社新書　166) 西上いつき／著 交通新聞社

41 図でわかる電車入門－電車のしくみを感じるための基礎知識－(DJ鉄ぶらブックス　033　線路端のたのしみを誘う本) 川辺謙一／著 交通新聞社

42 知ってたのしい!鉄道の信号－安全のキホン、乗って観察・見て納得－(交通新聞社新書　165) 土屋武之／著　栗原景／著　伊原薫／著 交通新聞社

43 ビデオのメディア論(青弓社ライブラリー　107) 永田大輔／著　近藤和都／著　溝尻真也／著　飯田豊／著 青弓社

44 ウィーン菓子図鑑－伝統からモダンまで、知っておきたい菓子80選とカフェ文化　お菓子の由来と作り方－ 小菅陽子／著 誠文堂新光社

45 美しい焼き菓子の教科書 メラニー・デュピュイ／レシピ&解説　ピエール・ジャヴェル／写真　ヤニス・ヴァルツ パイインターナショナル

46 ケーキ－知って味わう楽しみ×基礎知識×食べたいケーキ33－(暮らしの図鑑　私らしい、モノ・コトの見つけ方。) フジノシン／著 翔泳社

47 ふたりではじめるおいしい妊活レシピ－栄養満点!からだづくりをやさしくサポート－ はらメディカルクリニック／監修　宮崎薫／監修　牧野直子／料理制作 大泉書店

48 食の資料探しガイドブック(シリーズ食を学ぶ) 荒木一視／著　鎌谷かおる／著　木村裕樹／著 昭和堂

49 世界と日本の鉄道史(まなびのずかん) 川辺謙一／著 技術評論社

50 知られざる国鉄遺産“エキナカ”－もう一つの鉄道150年－ 高木豊／著 日刊工業新聞社

51 迷路のまちの小さな美術館の挑戦(EDIT LOCAL BOOKS) 佐藤秀司／著 千十一編集室

52 絵が上手いより大事なこと 永山裕子／著 芸術新聞社

53 スケジュール帳かんたんアイコン図鑑1300－ペン1本でオトナかわいい!　Icon sample book－ hicono／著 ワニブックス

54 陶芸の美－至高の名陶を訪ねる－ 小林真理／著 芸術新聞社

55 かたな旅手帖－国宝の刀が観たい!－(ホビージャパンMOOK　1223　歴史探訪MOOKシリーズ) ホビージャパン

56 「北欧デザイン」の考え方－プロダクト、建築、テキスタイル名作をつくった人と時代とアイデンティティ－ 渡部千春／著 誠文堂新光社

57 文字助のはなし－立川談志を困らせた男－ 立川談四楼／著 筑摩書房

58 ホンダF1復活した最速のDNA NHK取材班／著 幻冬舎

59 中高生のための文章読本－読む力をつけるノンフィクション選－ 澤田英輔／編　仲島ひとみ／編　森大徳／編 筑摩書房

60 ちくま小説入門－高校生のための近現代文学ベーシック－　改訂版 紅野謙介／編　清水良典／編 筑摩書房

61 詩人はすべて宿命である－萩原朔太郎による詩のレッスン－ 萩原朔太郎／著　安智史／編　栗原飛宇馬／編 国書刊行会

62 脚本家黒澤明 国立映画アーカイブ／監修　槇田寿文／監修 国書刊行会

63 仇討ち物語　新版改訂版(春陽文庫) 池波正太郎／著 春陽堂書店

64 駅の名は夜明(双葉文庫　た-39-02　軌道春秋　2) 高田郁／著 双葉社

65 鎌倉署・小笠原亜澄の事件簿－稲村ケ崎の落日－(文春文庫　な86-1) 鳴神響一／著 文藝春秋

66 天華の剣　上　新刻改訂版(祥伝社文庫　か8-30　浮世絵宗次日月抄) 門田泰明／著 祥伝社

67 天華の剣　下　新刻改訂版(祥伝社文庫　か8-31　浮世絵宗次日月抄) 門田泰明／著 祥伝社

68 人撃ち稼業(ハルキ文庫　い26-1　時代小説文庫) 井原忠政／著 角川春樹事務所

69 門前町大変－文庫書下ろし/傑作時代小説－(光文社文庫　き22-19　光文社時代小説文庫　新・木戸番影始末　4) 喜安幸夫／著 光文社

70 妖怪犯科帳－あやかし長屋 2－(講談社文庫　か144-17) 神楽坂淳／[著] 講談社

71 律義者－書き下ろし時代小説－(双葉文庫　ふ-16-59　新・知らぬが半兵衛手控帖　[17]) 藤井邦夫／著 双葉社

72 浪人若さま新見左近－長編時代小説－8　決定版(双葉文庫　さ-38-23)　風の太刀 佐々木裕一／著 双葉社

73 拡散－大消滅2043－上(文春文庫　キ18-1) 邱挺峰／著　藤原由希／訳 文藝春秋

74 拡散－大消滅2043－下(文春文庫　キ18-2) 邱挺峰／著　藤原由希／訳 文藝春秋

75 赤の自伝 アン・カーソン／著　小磯洋光／訳 書肆侃侃房

76 どこまでも食いついて(創元推理文庫　Mテ17-5　ワニの町へ来たスパイ　[5]) ジャナ・デリオン／著　島村浩子／訳 東京創元社

77 秘密にしていたこと セレステ・イング／著　田栗美奈子／訳 アストラハウス

78 不死鳥と鏡(論創海外ミステリ　288) アヴラム・デイヴィッドスン／著　福森典子／訳 論創社

79 闇の覚醒(死のエデュケーション　Lesson2) ナオミ・ノヴィク／著　井上里／訳 静山社

80 ラブイユーズ(光文社古典新訳文庫　KAハ3-3) バルザック／著　國分俊宏／訳 光文社

81 義元、遼たり 鈴木英治／著 静岡新聞社

82 氏真、寂たり 秋山香乃／著 静岡新聞社

83 戦国の城－アンソロジーしずおか－ 芦辺拓／著　永井紗耶子／著　谷津矢車／著　坂井希久子／著　杉山大二郎／著　蒲原二郎／著　彩戸ゆめ／著　鈴木英治／著　早見俊／著　秋山香乃／著 静岡新聞社

84 駿府の時代－家康の大御所政治－ 杉山元衛／著 静岡新聞社

85 伊豆ジオ100－伊豆半島ジオパーク公式ガイドブック－ 伊豆半島ジオパーク推進協議会／監修 静岡新聞社

86 静岡県の終活と葬儀－自分や家族のために－ 静岡新聞社／企画・編集　鈴木真弓／執筆　小野崎一綱／執筆 静岡新聞社

87 お菓子をつくること 藁科雅喜 静岡新聞社

88 和と加耶-朝鮮海峡の考古学- 東潮/著 朝日新聞出版社

89 テレワークも業務改善もさっぱりわからない私に新しい働き方を教えてください!　 沢渡あまね／監修 朝日新聞出版社

90 誰も断らない－こちら神奈川県座間市生活援護課－ 篠原匡／著 朝日新聞出版社

91 日本の問題は文系にある－なぜ日本からイノベーションが消えたのか－ 山本尚／著 産経新聞出版

92 バンティング－インスリンの発見による栄光と苦悩の生涯－ マイケル・ブリス／著 堀田饒／訳 毎日新聞出版

93 歴史と向き合う－日韓問題-対立から対話へ－ 朴裕河／著 毎日新聞出版

94 イラスト地図で登る長野県の名峰百選　上 中嶋豊／著 信濃毎日新聞社

95 イラスト地図で登る長野県の名峰百選　下 中嶋豊／著 信濃毎日新聞社

96 地図から信州が見えてくる 今尾恵介／著 信濃毎日新聞社

97 資源カオスと脱炭素危機 山下真一／著 日経BP日本経済新聞出版

98 <ケースでわかる>実践パーパス経営 伊吹英子／著　 古西幸登／著 日経BP日本経済新聞出版

99 ウェルビーイング・マネジメント 加藤守和／著 日経BP日本経済新聞出版

100 会社の片付け!－byトップ 整理収納アドバイザー－ 川井かおる／著　 須藤昌子／監修 日経BP日本経済新聞出版本部


