
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2020年8月26日注文）79件

№ 書名 著者名 出版社

1 愛の顚末　　（文春文庫 か68-2） 梯 久美子／著 文藝春秋

2
IQ探偵ムー 夢羽のホノルル探偵団　　（ポプラカラフル
文庫 ふ02-42）

深沢 美潮／作 ポプラ社

3
IQ探偵ムー 夢羽、ホームズになる!　上　　（ポプラカラフ
ル文庫 ふ02-40）

深沢 美潮／作 ポプラ社

4
IQ探偵ムー 夢羽、ホームズになる!　下　　（ポプラカラフ
ル文庫 ふ02-41）

深沢 美潮／作 ポプラ社

5 愛犬の日本史　　（平凡社新書 950） 桐野 作人／著 平凡社

6 IPOの労務監査と企業実務 野中 健次／著 中央経済社

7 アフターデジタル　2 藤井 保文／著 日経BP

8 映画プロップ・グラフィックス アニー・アトキンズ／著 グラフィック社

9 LGBTとハラスメント　　（集英社新書 1027） 神谷 悠一／著 集英社

10 「大人の引きこもり」見えない息子と暮らした母親たち 臼井 美伸／著 育鵬社

11 汚名　上　　（講談社文庫 こ59-40）
マイクル・コナリー／
[著]

講談社

12 汚名　下　　（講談社文庫 こ59-41）
マイクル・コナリー／
[著]

講談社

13 おやすみの神様　　（メディアワークス文庫 す3-7） 鈴森 丹子／[著] KADOKAWA

14 科学化する仏教　　（角川選書 640） 碧海 寿広／著 KADOKAWA

15 起業大全 田所 雅之／著 ダイヤモンド社

16 紀元2600年の満州リーグ 坂本 邦夫／著 岩波書店

17 奇想の国の麗人たち　　（らんぷの本 mascot） 中村 圭子／編著 河出書房新社

18 教育現場は困ってる　　（平凡社新書 943） 榎本 博明／著 平凡社

19 公費医療・難病医療ガイド　2019年度版（令和元年版） 社会保険研究所

20 孤独な子ドクター 月村 易人／著
幻冬舎メディアコン
サルティング

21 コロナ危機の経済学 小林 慶一郎／編著
日経BP日本経済
新聞出版本部

22 コロナ時代を生きるヒント 鎌田 實／著 潮出版社

23 コロナ・ショックは世界をどう変えるか イワン・クラステフ／著 中央公論新社

24 残照の剣　　（祥伝社文庫 つ5-34 風の市兵衛 2-27） 辻堂 魁／著 祥伝社

25 実践版!グリーンインフラ
グリーンインフラ研究
会／編

日経BP
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26
社会福祉法人・福祉施設経営における人事・労務管理
論　2020

柴田 悟一／著
全国社会福祉協
議会

27 人工知能に未来を託せますか? 松田 雄馬／著 岩波書店

28 人類vs感染症 國井 修／著
CCCメディアハウ
ス

29 世界を動かすイスラエル　　（NHK出版新書 628） 澤畑 剛／著 NHK出版

30 世界一素敵な学校
ダニエル・グリーン
バーグ／著

緑風出版

31 戦後日本、記憶の力学 福間 良明／著 作品社

32 戦国信長・光秀・秀吉の戦い　　（大人の教養図鑑） 二木 謙一／監修 河出書房新社

33 戦場で書く　　（朝日文庫 わ14-1） 渡辺 考／著 朝日新聞出版

34 タイムラインの殺人者　　（ハヤカワ文庫 SF 2290）
アナリー・ニューイッツ
／著

早川書房

35
だれにもいわずにおきましょう　　（おやこでよもう!金子み
すゞ）

金子 みすゞ／童謡 JULA出版局

36 逐条解説デジタル手続法 内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室デ
ジタル・ガバメント担当／編著 ぎょうせい

37 蓄電池社会が拓くエネルギー革命 野澤 哲生／著 日経BP

38 チャイナドレス大全 謝 黎／著 青弓社

39 中国駐在ハック 小島 庄司／著 日経BP

40 手織りの組織図事典 彦根 愛／著 グラフィック社

41 デジタル円 井上 哲也／著
日経BP日本経済
新聞出版本部

42 東京 隈 研吾／著 KADOKAWA

43 東京五輪と田畑さん 遠山 靖三／著 つむぎ書房

44 TOKYOストラディヴァリウス1800日戦記 中澤 創太／著 日経BP

45 当事者研究 熊谷 晋一郎／著 岩波書店

46
ドキュメント強権の経済政策　　（岩波新書 新赤版
1833）

軽部 謙介／著 岩波書店

47 ドリーム・ハラスメント　　（イースト新書 124） 高部 大問／著 イースト・プレス

48
なぜ台湾は新型コロナウイルスを防げたのか　　（扶桑
社新書 339）

野嶋 剛／著 育鵬社

49 なぜ、認知症のある人とうまくかかわれないのか? 石原 哲郎／著 中央法規出版

50 ナチスに抗った障害者 岡 典子／著 明石書店
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51 ならずもの 森 功／著 講談社

52 日本を開国させた男、松平忠固 関 良基／著 作品社

53 はじめて出会う短歌100 千葉 聡／編 短歌研究社

54 発達障害サバイバルガイド 借金玉／著 ダイヤモンド社

55 発達障害の子どもたちから教わった35のチェンジスキル 阿部 利彦／著 合同出版

56 ハッブル・レガシー ジム・ベル／著 グラフィック社

57 ビールの自然誌 ロブ・デサール／著 勁草書房

58 ビジュアル職場と仕事の法則図鑑　　（日経文庫 1941） 堀 公俊／著
日経BP日本経済
新聞出版本部

59 BISBEE'S チーム鈴鹿／著
幻冬舎メディアコン
サルティング

60 平賀源内　　（平凡社新書 949） 新戸 雅章／著 平凡社

61 フィジカルインターネット エリック・バロー／著 日経BP

62 「別表四と五」完全攻略本 高下 淳子／著 中央経済社

63 暴虐　　（祥伝社文庫 み9-90 強請屋稼業） 南 英男／著 祥伝社

64 北欧フィンランド配色ブック 島塚 絵里／著 玄光社

65
保険者のチェックポイントがわかる!ケアプラン点検ハンド
ブック

後藤 佳苗／著 ぎょうせい

66 ほねほねザウルス　22
カバヤ食品株式会社
／原案・監修

岩崎書店

67 ほねほねザウルス　23
カバヤ食品株式会社
／原案・監修

岩崎書店

68 まもろう愛しのまちを
清水まちづくり市民の
会／編

静岡新聞社

69 ミハイル・ゴルバチョフ
ミハイル・ゴルバチョフ
／著

朝日新聞出版

70 やってくる　　（シリーズケアをひらく） 郡司 ペギオ幸夫／著 医学書院

71 ヤバい選挙　　（新潮新書 864） 宮澤 暁／著 新潮社

72
遊遊漢字学中国には「鰯」がない　　（日経プレミアシリー
ズ 435）

阿辻 哲次／著
日経BP日本経済
新聞出版本部

73 予言 鈴木 ちはね／著 書肆侃侃房

74 400年生きるサメ、4万年生きる植物　　（DOJIN選書 85） 大島 靖美／著 化学同人

75 乱世の天皇 秦野 裕介／著 東京堂出版
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76 リモートワークの日本語　　（小学館新書 378） 石黒 圭／著 小学館

77 ルポ外国人ぎらい　　（PHP新書 1225） 宮下 洋一／著 PHP研究所

78 るるぶ福岡　'21　　（るるぶ情報版 九州 2） JTBパブリッシング

79 レディ・ヴィクトリア　[4]　　（講談社タイガ シB-04） 篠田 真由美／著 講談社
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