
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2021年9月22日注文） 52件

№ 書名 著者名 出版社

1 ある誘拐　　（河出文庫 や41-1） 矢月 秀作／著 河出書房新社

2
アンデッドガール・マーダーファルス　3　　（講談社タイガ
アC-03）

青崎 有吾／著 講談社

3 異形の政権　　（祥伝社新書 637） 佐藤 優／[著] 祥伝社

4 異端の祝祭　　（角川ホラー文庫 ろ1-1） 芦花公園／[著] KADOKAWA

5 NHK「風雲!大歴史実験」日本史ミステリーの科学
NHK「風雲!大歴史実
験」制作班／編

宝島社

6 オトナ女子のウールクロッシェ Little Lion／著
文化学園文化出
版局

7
親が子供に教える一生お金に苦労しない12の方法
（中公新書ラクレ 739）

荻原 博子／著 中央公論新社

8 怪盗黒猫　3　　（二見時代小説文庫 わ1-11） 和久田 正明／著 二見書房

9 かおり的家(うち)ご飯 桃井 かおり／著 KADOKAWA

10
Kaggle Grandmasterに学ぶ機械学習実践アプローチ
（Compass Data Science）

Abhishek Thakur／著 マイナビ出版

11
科警研のホームズ　[3]　　（宝島社文庫 Cき-2-11 この
ミス大賞）

喜多 喜久／著 宝島社

12 ガラスの海を渡る舟 寺地 はるな／著 PHP研究所

13 カラハリが呼んでいる　　（ハヤカワ文庫 NF 577）
マーク・オーエンズ／
著

早川書房

14 関係人口の社会学 田中 輝美／著 大阪大学出版会

15 感情マネジメント 池照 佳代／著 ダイヤモンド社

16 キスの練習をしています また会える日のために 工藤 あゆみ／著 青幻舎

17 月曜日の抹茶カフェ 青山 美智子／著 宝島社

18 心はどこへ消えた? 東畑 開人／著 文藝春秋

19
この国を覆う憎悪と嘲笑の濁流の正体　　（講談社+α新
書 841-1C）

青木 理／[著] 講談社

20 ごんげん長屋つれづれ帖　3　　（双葉文庫 か-52-08） 金子 成人／著 双葉社

21
コンビニたそがれ堂異聞 千夜一夜　　（ポプラ文庫ピュ
アフル Pむ-1-20）

村山 早紀／[著] ポプラ社

22
時給はいつも最低賃金、これって私のせいですか?国会
議員に聞いてみた。

和田 靜香／著 左右社

23 仕事のアンラーニング 松尾 睦／著 同文舘出版

24
施設に入らず「自宅」を終の住処にする方法　　（詩想社
新書 36）

田中 聡／著 詩想社

25 「しなくていいこと」を決めると、人生が一気にラクになる 本田 秀夫／著 ダイヤモンド社
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26 宗教の本性　　（NHK出版新書 656） 佐々木 閑／著 NHK出版

27
十三階の母(マリア)　　（警視庁公安部特別諜報員・黒江
律子 [4]）

吉川 英梨／著 双葉社

28 植物と暮らす12カ月の楽しみ方
ガーデンストーリー／
著

KADOKAWA

29 図解眠れなくなるほど面白い建築の話 スタジオワーク／著 日本文芸社

30 図解眠れなくなるほど面白い脂質の話 守口 徹／監修 日本文芸社

31
ストレイドッグ　　（朝日文庫 す23-3 警視庁監察官Q
[3]）

鈴峯 紅也／著 朝日新聞出版

32
世界一美味しい「プロの手抜き和食」安部ごはんベスト
102レシピ

安部 司／著 東洋経済新報社

33 ぜんしゅの跫(あしおと)　　（角川ホラー文庫 さ4-5） 澤村 伊智／[著] KADOKAWA

34 ぜんぶ運命だったんかい 笛美／著 亜紀書房

35 魂を撮ろう 石井 妙子／著 文藝春秋

36 TOKYO REDUX　　（[TOKYO YEAR ZERO] [3]）
デイヴィッド・ピース／
著

文藝春秋

37 閉じ込められた女　　（小学館文庫 ヨ1-6） ラグナル・ヨナソン／著 小学館

38 努力の習慣化 柳田 将洋／著 KADOKAWA

39 ナターシャの踊り　上
オーランドー・ファイジ
ズ／著

白水社

40 ナターシャの踊り　下
オーランドー・ファイジ
ズ／著

白水社

41
日本ハードボイルド全集　1　　（創元推理文庫 Mん11-
1）

北上 次郎／編 東京創元社

42 PyTorchではじめるAI開発 坂本 俊之／著
シーアンドアール研
究所

43 はじめてのディープラーニング　2　　（Machine Learning） 我妻 幸長／著 SBクリエイティブ

44 発達障害のこどもを行き詰まらせない保育実践 野藤 弘幸／著 郁洋舎

45 ハリー、大きな幸せ 村井 理子／著 亜紀書房

46 ヒゲとナプキン 杉山 文野／原案 小学館

47 一人飲みで生きていく 稲垣 えみ子／著 朝日出版社

48 ベトナムを知れば見えてくる日本の危機 梅田 邦夫／著 小学館

49 保育者の関わりの理論と実践 高山 静子／著 郁洋舎

50 鞠子はすてきな役立たず　　（河出文庫 や17-8） 山崎 ナオコーラ／著 河出書房新社
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51 4時間のエクセル仕事は20秒で終わる 寺澤 伸洋／著 ダイヤモンド社

52 歴史なき時代に　　（朝日新書 821） 與那覇 潤／著 朝日新聞出版
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