
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2021年1月20日注文）79件

№ 書名 著者名 出版社

1 空き家対策　　（信山社ブックレット 自治体の実務 1） 鈴木 庸夫／編 信山社

2
アザゼルー緋の罪業ー　　（講談社X文庫 しD-64 white
heart 欧州妖異譚 25）

篠原 美季／[著] 講談社

3 ASEAN M&A時代の幕開け
日本M&Aセンター海外
事業部／編著

日経BP日本経済
新聞出版本部

4 いぬのせんせい ジェーン・グドール／作 グランまま社

5 医療崩壊の真実 渡辺 さちこ／著
エムディエヌコーポ
レーション

6
院内刑事(デカ)ザ・パンデミック　　（講談社文庫 は92-
22）

濱 嘉之／[著] 講談社

7 動き出す医療産業DX
医療産業イノベーショ
ン機構／著

日経BP

8 SDGs思考 田瀬 和夫／著 インプレス

9 幼なじみ　　（文春文庫 さ63-74 新・居眠り磐音） 佐伯 泰英／著 文藝春秋

10 大人の服選びの教科書 霜鳥 まき子／著 サンマーク出版

11
おれ、気仙大工になる!　　（ちょっと昔の子どもたちのくら
し 5）

荒尾 美知子／文 あすなろ書房

12 会社法 高橋 美加／著 弘文堂

13 回想イトマン事件 大塚 将司／著 岩波書店

14 化石の探偵術　　（ワニブックス|PLUS|新書 309） 土屋 健／著 ワニブックス

15 キグナスの乙女たち　　（電撃文庫 3736） 佐島 勤／[著] KADOKAWA

16 キュビスム芸術史 松井 裕美／著
名古屋大学出版
会

17 行政管理会計の基礎と実践 大西 淳也／編著 同文舘出版

18 暮らし彩る「大人のままごと」　　（HERS BOOKS） 松本 孝美／著 光文社

19 グローバル関係学　1 岩波書店

20 グローバル関係学　4 岩波書店

21 グローバル関係学　5 岩波書店

22 グローバル関係学　6 岩波書店

23 グローバル関係学　7 岩波書店

24 下山の哲学 竹内 洋岳／著
太郎次郎社エディ
タス

25 建築と経営のあいだ 高橋 寿太郎／著 学芸出版社
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26 ゲンロン戦記　　（中公新書ラクレ 709） 東 浩紀／著 中央公論新社

27 恋する母たち　　（小学館文庫 と8-24） 柴門 ふみ／原作 小学館

28
紅旗の陰謀　　（文春文庫 は41-43 警視庁公安部・片野
坂彰 [3]）

濱 嘉之／著 文藝春秋

29 この話、続けてもいいですか。　　（ちくま文庫 に9-2） 西 加奈子／著 筑摩書房

30 こんこん狐に誘われて 田村隆一さんのこと 橋口 幸子／著 左右社

31 XaaSの衝撃 日経産業新聞／編
日経BP日本経済
新聞出版本部

32 最後の竜殺し　　（竹書房文庫 ふ7-3）
ジャスパー・フォード／
著

竹書房

33 サムのこと 猿に会う　　（小学館文庫 に17-9） 西 加奈子／著 小学館

34
自分ごとの政治学　　（教養・文化シリーズ NHK出版学
びのきほん）

中島 岳志／著 NHK出版

35 出張料理人ぶたぶた　　（光文社文庫 や24-27） 矢崎 存美／著 光文社

36 城の少年 菊地 秀行／作 マイクロマガジン社

37 人事・労務担当者のためのExcel & Wordマニュアル 加藤 秀幸／著 日本実業出版社

38
神童は大人になってどうなったのか　　（朝日文庫 こ43-
1）

小林 哲夫／著 朝日新聞出版

39 親王殿下のパティシエール　3　　（ハルキ文庫 し14-3） 篠原 悠希／著 角川春樹事務所

40 シンポ教授の生活とミステリー　　（光文社文庫 し50-2） 新保 博久／著 光文社

41 世界最高の話し方 岡本 純子／著 東洋経済新報社

42 ゼロから学べる!ファシリテーション超技術 園部 浩司／著 かんき出版

43 旅は途中下車から　　（交通新聞社新書 146） 土屋 武之／著 交通新聞社

44 定年前、しなくていい5つのこと　　（光文社新書 1105） 大江 英樹／著 光文社

45 デザイン思考の授業　　（日経ビジネス人文庫 さ20-1） 佐宗 邦威／著
日経BP日本経済
新聞出版本部

46 天安門広場 市川 紘司／著 筑摩書房

47
毒をもって毒を制す　　（宝島社文庫 Cと-1-9 このミス大
賞 薬剤師・毒島花織の名推理 [3]）

塔山 郁／著 宝島社

48 トムをみつけよう!古代ローマ　　（歴史たんけん）
NOSY CROW編集部／
文

BL出版

49 流されるにもホドがある　　（実業之日本社文庫 き4-1） 北大路 公子／著 実業之日本社

50 なぜ「よそ者」とつながることが最強なのか 戸堂 康之／著 プレジデント社
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51 苦手図鑑　　（角川文庫 き39-1） 北大路 公子／[著] KADOKAWA

52 日本の論点　2021ー22 大前 研一／著 プレジデント社

53 半農半林で暮らしを立てる 市井 晴也／著 築地書館

54
ビジネスを加速させるFacebook広告&Instagram広告制
作・運用の教科書

小林 雄樹／著 つた書房

55 病院M&A 矢野 好臣／著
幻冬舎メディアコン
サルティング

56 評伝フィリップ・ジョンソン マーク・ラムスター／著 左右社

57 ファントム　上　　（集英社文庫 ネ1-16） ジョー・ネスボ／著 集英社

58 ファントム　下　　（集英社文庫 ネ1-17） ジョー・ネスボ／著 集英社

59 ぶたぶたのシェアハウス　　（光文社文庫 や24-26） 矢崎 存美／著 光文社

60 ぶたぶたのティータイム　　（光文社文庫 や24-25） 矢崎 存美／著 光文社

61 プチ・ロワイヤル仏和辞典 倉方 秀憲／編集主幹 旺文社

62 ぶっちゃけ相続 橘 慶太／著 ダイヤモンド社

63 ブランデッドエンターテイメント
カンヌライオンズ審査
員／著

宣伝会議

64 へんしん不要　　（SERIES 3/4 06） 餅井 アンナ／著 タバブックス

65
ぼくたちの「おとうに会う」作戦　　（ちょっと昔の子どもた
ちのくらし 4）

荒尾 美知子／文 あすなろ書房

66 見るレッスン　　（光文社新書 1107） 蓮實 重彦／著 光文社

67 民主主義の壊れ方
デイヴィッド・ランシマ
ン／著

白水社

68 みんなの民俗学　　（平凡社新書 960） 島村 恭則／著 平凡社

69 無駄花 中 真大／著 講談社

70 元彼の遺言状 新川 帆立／著 宝島社

71
谷中びんづめカフェ竹善　4　　（集英社オレンジ文庫 た
3-5）

竹岡 葉月／著 集英社

72
有閑貴族エリオットの幽雅な事件簿　2　　（集英社オレン
ジ文庫 く4-2）

栗原 ちひろ／著 集英社

73 曜変天目あるいは心 勝井 三雄／著 白水社

74 4羽のめんどりと1羽のおんどり　　（エルくらぶ）
レーナ・ランドストロー
ム／文

解放出版社

75 ラグビーって、いいもんだね。　　（鉄筆文庫 ふ1-3） 藤島 大／著 鉄筆
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76 ラサール領事のなごや日記
シェニエ・ラサール／
著

中日新聞社

77 立法学 中島 誠／著 法律文化社

78 レッド・イカロス　　（宝島社文庫 Cよ-1-13） 吉川 英梨／著 宝島社

79
私の名前は宗谷本線　　（ちょっと昔の子どもたちのくら
し 3）

荒尾 美知子／文 あすなろ書房
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