
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2021年1月27日注文）81件

№ 書名 著者名 出版社

1 iPadはかどる!仕事技　2021 スタンダーズ

2 アクティビストの衝撃 菊地 正俊／著 中央経済社

3
あの人はなぜ定年後も会社に来るのか　　（NHK出版新
書 644）

中島 美鈴／著 NHK出版

4 ALAが創る未来 北尾 吉孝／著 PHP研究所

5 いい教師の条件　　（SB新書 521） 諸富 祥彦／著 SBクリエイティブ

6 いかなる時代環境でも利益を出す仕組み 大山 健太郎／著 日経BP

7 いきていてこそ 堀江 菜穂子／著 サンマーク出版

8 生きる力 笠井 信輔／著 KADOKAWA

9 医師が死を語るとき
ヘンリー・マーシュ／
[著]

みすず書房

10 伊東豊雄自選作品集 伊東 豊雄／著 平凡社

11 いま、台湾で隠居してます 大原 扁理／著
K&Bパブリッシャー
ズ

12 売れる女性営業の新ルール　　（DO BOOKS） 山本 幸美／著 同文舘出版

13
ウンコはどこから来て、どこへ行くのか　　（ちくま新書
1523）

湯澤 規子／著 筑摩書房

14
お隠れ将軍　3　　（朝日文庫 よ21-3 朝日時代小説文
庫）

吉田 雄亮／著 朝日新聞出版

15
海上自衛隊-BATTLE RECORDS-　　（ホビージャパン
MOOK 1036）

菊池 雅之／[著] ホビージャパン

16 救急を救う男 嶋 康晃／著 現代書林

17 きよのお江戸料理日記　　（アルファポリス文庫） 秋川 滝美／[著] アルファポリス

18 刑事失格　　（ハヤカワ・ミステリ文庫 HM 484-1） ジョン・マクマホン／著 早川書房

19 契約用語使い分け辞典
日本組織内弁護士協
会／監修

新日本法規出版

20 消された文書　　（幻冬舎文庫 あ-69-1） 青木 俊／[著] 幻冬舎

21
賢者の棘　　（講談社ノベルス アAK-13 警視庁捜査一
課十一係 [13]）

麻見 和史／著 講談社

22 航空自衛隊完全図鑑　　（COSMIC MOOK） 菊池 雅之／編・著 コスミック出版

23 こちらインドネシア タケノコ診療所です 山田 晴男／著 リーブル出版

24 言葉にできない想いは本当にあるのか いしわたり 淳治／著 筑摩書房

25 寿町のひとびと 山田 清機／著 朝日新聞出版
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26 コロナ後の教育へ　　（中公新書ラクレ 708） 苅谷 剛彦／著 中央公論新社

27 scikit‐learn、Keras、TensorFlowによる実践機械学習 Aurélien Géron／著
オライリー・ジャパ
ン

28 里山に暮らすアナグマたち 金子 弥生／著 東京大学出版会

29 さよならオフィス　　（日経プレミアシリーズ 443） 島津 翔／著
日経BP日本経済
新聞出版本部

30 死の濃霧　　（論創海外ミステリ 250）
コナン・ドイル／[ほか]
著

論創社

31 幸せつむぐ障がい者支援 小賀 久／著 法律文化社

32 死者ゼロの真相 河野 茂／監修 長崎新聞社

33 児童福祉法・児童虐待防止法 磯谷 文明／編集代表 有斐閣

34 至妙の殺人　　（論創海外ミステリ 240） L.J.ビーストン／著 論創社

35 写真でわかる重症心身障害児<者>のケアアドバンス 八代 博子／編著 インターメディカ

36 小説 増田 みず子／著 田畑書店

37 食料危機　　（PHP新書 1242） 井出 留美／著 PHP研究所

38 初心者からプロまで使えるVegan Recipe Book 庄司 いずみ／著 光文社

39
事例に学ぶ行政事件訴訟入門　　（事例に学ぶシリー
ズ）

野村 創／著 民事法研究会

40 「数字」が読めると年収がアップするって本当ですか? 古屋 悟司／著 日本実業出版社

41 世界怪奇実話集　　（創元推理文庫 Fん3-6） 平井 呈一／編訳 東京創元社

42 世界の教養大全 ロイド／著 マガジンハウス

43
世界のニュースを日本人は何も知らない　2　　（ワニブッ
クス|PLUS|新書 315）

谷本 真由美／著 ワニブックス

44 ぜんぶ、すてれば 中野 善壽／[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

45 前略、高座から-。 柳家 三三／著 三栄

46
惣目付臨検仕る 抵抗　　（光文社文庫 う16-43 光文社
時代小説文庫）

上田 秀人／著 光文社

47 その他もろもろ
ローズ・マコーリー／
著

作品社

48 ダーリンの進化論 高嶋 ちさ子／著 小学館

49
台北ぐるぐるバスの旅食べまくり!　　（LADY BIRD小学館
実用シリーズ）

コバシ イケ子／著 小学館

50 他人の期待に応えない　　（SB新書 520） 清水 研／著 SBクリエイティブ
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51 足りないくらし　　（徳間文庫 ふ40-2） 深沢 潮／著 徳間書店

52 ディープラーニング実装入門　　（impress top gear） 吉崎 亮介／著 インプレス

53 ディファインメイクで自分の顔を好きになる 水野 未和子／著 講談社

54 「糖尿病予備群」と言われたら最初に読む本 櫻岡 怜子／著 自由国民社

55 Dr.新妻免疫塾 新妻 耕太／著 東京図書

56 「治る」ってどういうことですか? 國頭 英夫／著 医学書院

57 日本怪奇実話集　　（創元推理文庫 Fん3-7） 東 雅夫／編 東京創元社

58 日本の医療の不都合な真実　　（幻冬舎新書 も-13-1） 森田 洋之／著 幻冬舎

59 入門刑事手続法 三井 誠／著 有斐閣

60 初めて彼を買った日　　（講談社文庫 い101-10） 石田 衣良／[著] 講談社

61 パラダイムシフト
ピョートル・フェリクス・
グジバチ／著

かんき出版

62 バランスシートでゼロから分かる財政破綻論の誤り 朴 勝俊／著 青灯社

63 ハンズオンJavaScript あんどう やすし／著
オライリー・ジャパ
ン

64 ハンズオンNode.js 今村 謙士／著
オライリー・ジャパ
ン

65 東シナ海開戦　3　　（C・NOVELS 34-132） 大石 英司／著 中央公論新社

66 ひきこもりグルメ紀行　　（ちくま文庫 か80-1） カレー沢薫／著 筑摩書房

67 日々是混乱 地曳 いく子／著 ホーム社

68 福野礼一郎のクルマ論評　5 福野 礼一郎／著 三栄

69 物理村の風景 亀淵 迪／著 日本評論社

70 平凡すぎる犠牲者　　（創元推理文庫 Mヘ19-4）
レイフ・GW.ペーション
／著

東京創元社

71 ヘーゼルの密書 上田 早夕里／著 光文社

72 ベートーヴェン一曲一生 新保 祐司／著 藤原書店

73
保育園の労務管理と処遇改善等加算・キャリアパスの
実務

菊地 加奈子／著 日本法令

74 魔法のつっぱり棒でお部屋が変わる 竹内 香予子／著 扶桑社

75 満洲難民　　（幻冬舎文庫 い-65-1） 井上 卓弥／[著] 幻冬舎
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76 もしわたしが「株式会社流山市」の人事部長だったら 手塚 純子／著 木楽舎

77 モンテッソーリ インクルージョンへの道
ローレ・アンデリック／
著

ロギカ書房

78 夢のホテルのつくりかた 稲葉 なおと／著 エクスナレッジ

79 予言 鈴木 ちはね／著 書肆侃侃房

80 ラグビーが好きやねん 鎮 勝也／著
ベースボール・マ
ガジン社

81 わが昭和史 吉本 隆明／著 ビジネス社
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