
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2020年7月22日注文）63件

№ 書名 著者名 出版社

1 足腰は1分で強くなる! 高子 大樹／著 自由国民社

2 新しい取締役会の運営と経営判断原則 長谷川 俊明／著 中央経済社

3 アララギの系譜 横山 季由／著 現代短歌社

4
犬の張り子をもつ怪物　　（宝島社文庫 Cあ-25-1 このミ
ス大賞）

藍沢 今日／著 宝島社

5 英語で味わうシャーロック・ホームズ名作短編集
[アーサー・コナン・ドイ
ル／著]

ジャパンタイムズ

6
オブジェクト指向UIデザイン　　（WEB+DB PRESS plusシ
リーズ）

ソシオメディア株式会
社／著

技術評論社

7 海外子会社のリスク管理と監査実務 長谷川 俊明／著 中央経済社

8 快速マスターイタリア語 松浦 弘明／著 語研

9 学校アップデート 堀田 龍也／著 さくら社

10
患者が絶えないカリスマ眼科医がやっている失明しない
習慣　　（検索して不安になったら読む本）

平松 類／著 小学館

11 共感経営 野中 郁次郎／著
日経BP日本経済
新聞出版本部

12 岐路の前にいる君たちに 鷲田 清一／著 朝日出版社

13 禁断の江戸史　　（扶桑社新書 324） 河合 敦／著 扶桑社

14 こころの相続　　（SB新書 510） 五木 寛之／著 SBクリエイティブ

15
50代後悔しない働き方　　（青春新書INTELLIGENCE PI-
596）

大塚 寿／著 青春出版社

16 子育ての村ができた! 北川 聡子／共編 福村出版

17 言葉の守り人
ホルヘ・ミゲル・ココム・
ペッチ／著

国書刊行会

18 サイクリストのためのストレングスとコンディショニング フィル・バート／著 東京書籍

19 最善最強の防災ガイドブック　　（COSMIC MOOK） コスミック出版

20
史上最高の航空機設計者ケリー・ジョンソン自らの人生
を語る

クラレンス・“ケリー”・
ジョンソン／著

プレアデス出版

21 シニアの断捨離　　（TJ MOOK） やました ひでこ／監修 宝島社

22 少年奇譚 川奈 まり子／著 晶文社

23 新・労働法実務相談　　（労政時報選書） 労務行政研究所／編 労務行政

24 人生の友たちへのメール 東 宏治／著
鳥影社・ロゴス企
画

25 深層地下4階　　（ハーパーBOOKS M・コ2・1） デヴィッド・コープ／著
ハーパーコリンズ・
ジャパン
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26
人体　　（ニュートンムック 理系脳をきたえる!Newtonライ
ト2.0）

ニュートンプレス

27 ストーリーで身につけるスペイン語基本会話 平見 尚隆／著 ベレ出版

28 相続税・贈与税入門の入門　令和2年版 辻 敢／共著
税務研究会出版
局

29
総力　　（光文社文庫 う16-37 光文社時代小説文庫 聡
四郎巡検譚 6）

上田 秀人／著 光文社

30 対話と承認のケア 宮坂 道夫／著 医学書院

31 超高齢社会の乗り越え方 安立 清史／著 弦書房

32 テレビの荒野を歩いた人たち ペリー荻野／著 新潮社

33 ドイツ人の村　　（叢書《エル・アトラス》）
ブアレム・サンサール
／著

水声社

34
同一労働同一賃金の基本と実務
（BASIC&PRACTICE）

石嵜 信憲／編著 中央経済社

35 凪に溺れる 青羽 悠／著 PHP研究所

36 日本人が知りたいドイツ人の当たり前 鎌田 タベア／著 三修社

37 根に帰る落葉は 南木 佳士／著 田畑書店

38 パスタ図鑑 マイナビ出版

39 PASSION 細野 晋司／著
パイインターナショ
ナル

40
果てしなき輝きの果てに　　（HAYAKAWA POCKET
MYSTERY BOOKS 1955）

リズ・ムーア／著 早川書房

41 拾われた男 松尾 諭／著 文藝春秋

42 WHO YOU ARE ベン・ホロウィッツ／著 日経BP

43 フューチャーワーク 高砂 哲男／著 河出書房新社

44 フランス語ボキャビュール
アレクサンドル・グラ／
著

三修社

45
ベイカー街の女たち　　（角川文庫 ハ35-1 ミセス・ハドス
ンとメアリー・ワトスンの事件簿 1）

ミシェル・バークビイ／
[著]

KADOKAWA

46 僕という容れ物 檀 廬影／著 立東舎

47 翻訳の授業　　（朝日新書 768） 山本 史郎／著 朝日新聞出版

48 マクロ実証会計研究 中野 誠／著
日経BP日本経済
新聞出版本部

49 まぼろしカレー 水野 仁輔／著 山と溪谷社

50 マルクス古き神々と新しき謎 マイク・デイヴィス／著 明石書店
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51 満月珈琲店の星詠み　　（文春文庫 も29-21） 望月 麻衣／著 文藝春秋

52 ミッドナイトスワン　　（文春文庫 う37-1） 内田 英治／著 文藝春秋

53 メキシコDF 柳原 孝敦／著
東京外国語大学
出版会

54 もう悩まない!自己肯定の幸せ子育て 大日向 雅美／著 河出書房新社

55
ゆきうさぎのお品書き　[10]　　（集英社オレンジ文庫 こ
2-12）

小湊 悠貴／著 集英社

56 ライフ・アフター・ライフ　　（海外文学セレクション）
ケイト・アトキンソン／
著

東京創元社

57 落語DE古事記 桂 竹千代／著 幻冬舎

58 ランスへの帰郷
ディディエ・エリボン／
[著]

みすず書房

59 ランニング・ワイルド　　（文春文庫 と24-17） 堂場 瞬一／著 文藝春秋

60 Ruby on Rails 6実践ガイド　　（impress top gear） 黒田 努／著 インプレス

61 冷戦　上 O.A.ウェスタッド／著 岩波書店

62 冷戦　下 O.A.ウェスタッド／著 岩波書店

63
ワークマンは商品を変えずに売り方を変えただけでなぜ
2倍売れたのか

酒井 大輔／著 日経BP

3/3


