
2021.7.6 現在

No ISBN Title Author Publisher

1 9784847083129 行った気になる世界遺産 鈴木 亮平 ワニブックス

2 9784065230961 映画ノベライズ 天外者 小松 江里子 講談社 

3 9784092272835 極アウトプット: 「伝える力」で人生が決まる 樺沢 紫苑 小学館

4 9784120054310 母 青木 さやか 中央公論新社 

5 9784041069684 「低度」外国人材 移民焼き畑国家、日本 安田 峰俊 KADOKAWA

6 9784264042693
グッド・モーニング・トゥー・ユー！ 

ケニアで障がいのある子どもたちと生きる
公文和子

いのちのことば社

フォレストブックス

7 9784163913841 ハダカの東京都庁 澤 章 文藝春秋 

8    9784893089427 母ちゃんのフラフープ 田村 淳  ブックマン社

9 9784046052148 革命のアウトサイダー 朝倉 海 KADOKAWA 

10 9784309029696 大豆田とわ子と三人の元夫 1 坂元裕二 河出書房新社

11 9784309029719 大豆田とわ子と三人の元夫 2 坂元裕二 河出書房新社

12   9784163913834 古くて素敵なクラシック・レコードたち  村上 春樹 文藝春秋

13 9784828422916 なぜ女系天皇で日本が滅ぶのか 門田隆将 , 竹田恒泰 ビジネス社

14 9784594089023 100日で収束しない日本のコロナ禍 ぼうごなつこ 扶桑社

15 9784834781373 じママの全力おうち遊び
じママ (著)

山下 あやね (監修)
ブティック社

16 9784296109333 東大メンタル 「ドラゴン桜」に学ぶやりたくないことでも結果を出す技術 西岡 壱誠 日経BP

17 9784866801322 芸能界で学んだ人の才能の見つけ方、育て方、伸ばし方 川岸 咨鴻, 鶴間 政行 フォレスト出版 

18 9784065222126 強制終了、いつか再起動 吉野 万理子 講談社

19 9784344038134 もうだまされない 新型コロナの大誤解 西村 秀一 幻冬舎

20 9784491045542 その指導は、しない めがね旦那 東洋館出版社

21 9784479393528 中学生の知識で数学脳を鍛える 鈴木 貫太郎 大和書房

22 9784866801360 リクルートに会社を売った男が教える仕事で伸びる50のルール 松本 淳 フォレスト出版

23 9784569849744
「人が集まる」組織のしくみ

究極の野球指導を通した人材育成のヒント 新書
井戸 伸年 PHP研究所

入荷予定本のご案内（大人）

* ItemBarcodeの無い(入荷待ち)本や、漫画・雑誌など一部の書籍の予約は出来ません。

入荷から配架までにはお時間を要します。何卒ご了承くださいませ。
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24 9784478113172
医者が教えるダイエット 最強の教科書 

20万人を診てわかった医学的に正しいやせ方
牧田善二 ダイヤモンド社

25 9784046053626 今日もコーヒーを淹れて。 ご機嫌に暮らす21の方法 Mocha KADOKAWA 

26 9784866801346 全捨離したら人生すべてが好転する話 (運を引き寄せる実験)  櫻庭 露樹 フォレスト出版 

27 9784569849515 自分に還る 50代の暮らしと仕事 石川 理恵 PHP研究所

28 9784046806161
ふたりを平和にしてくれる最強の共働きごはん 

月2.5万円で味もボリュームも大満足!
てりやきチャンネル KADOKAWA

29 9784867340219 だだっこ かんしゃく 人見知り… 子どもの〝困った〟をなおすママの言葉かけ 上野清香 clover出版

30 9784295405801 無(最高の状態) 鈴木 祐 
クロスメディア・パブリッ

シング(インプレス) 

31 9784074467013 ねこマンガ 在宅医たんぽぽ先生物語 さいごはおうちで 永井康徳 主婦の友社

32 9784065229668 わたしに合った「片づけ」ができる仕組みづくり 中里 ひろこ 講談社

33 9784065218051
世界が注目する日本の介護 あおいけあ で見つけた 

じいちゃん・ばあちゃんとの向き合い方 (介護ライブラリー)

加藤 忠相 (編集, 著)

ひらまつ おさむ (著)
講談社 

34 9784103538318 半歩先を読む思考法  落合陽一 新潮社

35 9784046052070 「ムダ」の省き方 お金・時間・モノ・情報・逃げ方の現代流改善術 トーマス ガジェマガ KADOKAWA

36 9784838731466 農林水産省職員直伝「食材」のトリセツ 取材協力/農林水産省 マガジンハウス 

37 9784898319529 ディープステート 世界を操るのは誰か  馬渕 睦夫 ワック 

38 9784299014924 甘美なる誘拐 平居 紀一 宝島社

39 9784873119007 創造する心 ―これからの教育に必要なこと マーヴィン・ミンスキー オライリージャパン 

40 9784822255558 ライフロング・キンダーガーテン 創造的思考力を育む4つの原則
ミッチェル・レズニック

村井 裕実子
日経BP 

41 9784569765549 書店ガール５　ラノベとブンガク 碧野 圭 PHP研究所

42 9784569767352 書店ガール６　遅れてきた客 碧野 圭 PHP研究所

43 9784569768540 書店ガール７　旅立ち 碧野 圭 PHP研究所

44 9784065184479 法廷遊戯
  

五十嵐 律人 講談社

45 9784088441450 ハイパーミディ中島ハルコ 1 東村 アキコ 集英社

46 9784088442174 ハイパーミディ中島ハルコ 2 東村 アキコ 集英社

47 9784596541116 6時27分発の電車に乗って、僕は本を読む
ジャン=ポール 

ディディエローラン

ハーパーコリンズ・ 

ジャパン 

48 9784167916367 監禁面接 ピエール・ルメートル 文藝春秋

49 9784167916015 スティール・キス 上 ジェフリー ディーヴァー 文藝春秋
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50 9784167916022 スティール・キス 下 ジェフリー ディーヴァー 文藝春秋

51 9784620326115 日本語をつかまえろ! 飯間 浩明 毎日新聞出版

52 9784022619839 子規365日 夏井いつき 朝日新聞出版

53 9784140057148 わたしの好きな季語 川上 弘美 NHK出版

54 9784909044297 マイノリティデザインー弱さを生かせる社会をつくろう 澤田智洋 ライツ社

55 9784910063140 ビジネスと人生の「見え方」が一変する 生命科学的思考 高橋祥子 NewsPicksパブリッシング 

56 9784150413941 幸せなひとりぼっち バックマン,フレドリック 早川書房

57 9784866212890 脳と森から学ぶ日本の未来 稲本 正 WAVE出版

58 9784893089403 オードリー・タンの思考 IQよりも大切なこと 近藤 弥生子 ブックマン社

59 9784047358973 世界はもっと!ほしいモノにあふれてる ~バイヤーが教える極上の旅~
NHK「世界はほしいモノに

あふれてる」制作班
KADOKAWA

60 9784344986145 探究する精神 職業としての基礎科学 大栗 博司 幻冬舎

61 9784152099198 ザリガニの鳴くところ ディーリア・オーエンズ 早川書房

62 9784265027439 理科室から生まれたノーベル賞―田中耕一ものがたり 国松 俊英 岩崎書店

63 9784121026392 宗教と日本人-葬式仏教からスピリチュアル文化まで 岡本 亮輔 中央公論新社

64 9784041108536 魂手形　三島屋変調百物語七之続 宮部みゆき KADOKAWA

65 9784150123093 夏への扉　新版 ロバートＡ．ハインライン 早川書房; 新版

66 9784152100207 三体III 死神永生 上 劉 慈欣 早川書房

67 9784152100214 三体III 死神永生 下 劉 慈欣 早川書房

68 9784120053061 持続可能な魂の利用 松田 青子 中央公論新社

69 9784101014319 許されようとは思いません 芦沢 央 新潮社

70 9784093866095 9月9日9時9分 一木 けい 小学館

71 9784101027418 夜空に泳ぐチョコレートグラミー 町田 そのこ 新潮社

72 9784299014900 鎌倉うずまき案内所 青山 美智子 宝島社

73 9784299005304 猫のお告げは樹の下で 青山 美智子 宝島社

74 9784396636036 羊は安らかに草を食み 宇佐美まこと 祥伝社

75 9784065222690 スモールワールズ 一穂 ミチ 講談社
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76 9784163913803 琥珀の夏 辻村 深月 文藝春秋

77 9784591170243 海辺の金魚 小川 紗良 ポプラ社

78 9784799109496
トヨタの会議は30分 

~GAFAMやBATHにも負けない最速・骨太のビジネスコミュニケーション術
山本 大平 すばる舎

79 9784309417837 さざなみのよる 木皿泉 河出書房新社

80 9784413211697 頭のいい人の「説明」はたった10秒！ 樋口 裕一 青春出版社

81 9784103330639 正欲 朝井 リョウ 新潮社

82 9784022517418 何とかならない時代の幸福論
鴻上 尚史, 

ブレイディみかこ
朝日新聞出版

83 9784334913663 お誕生会クロニクル 古内一絵 光文社

84 9784334913854 オムニバス 誉田 哲也 光文社

85 9784036310203 わたしたちのトビアス (障害者を理解する本) 
セシリア・スベドベリ 

(編さん)
偕成社

86 9784763138804 ビジネス小説 もしも徳川家康が総理大臣になったら 眞邊明人 サンマーク出版

87 9784334951412 生のお米をパンに変える魔法のレシピ はじめての生米パン リト史織 光文社

88 9784074419975 10秒で顔が引き上がる 奇跡の頭ほぐし 村木 宏衣 主婦の友社

89 9784065201329 インド倶楽部の謎 有栖川 有栖 講談社

90 9784065238233 カナダ金貨の謎 有栖川 有栖 講談社

91 9784106109072 現役引退――プロ野球名選手「最後の1年」 (新潮新書) 中溝康隆 新潮社 

92 9784569849430 教師と学校の失敗学 なぜ変化に対応できないのか (PHP新書) 妹尾 昌俊 PHP研究所

93 9784532264536 安いニッポン 「価格」が示す停滞 (日経プレミアシリーズ) 新書 中藤 玲 日本経済新聞出版

94 9784299015471 臨床法医学者・真壁天 秘密基地の首吊り死体 (宝島社文庫） 高野 結史 宝島社

95 9784299017185 科警研のホームズ 絞殺のサイコロジー (宝島社文庫） 喜多 喜久 宝島社

96 9784299016751 合唱 岬洋介の帰還 (宝島社文庫） 中山 七里 宝島社

97 9784408556666 永田町小町バトル (実業之日本社文庫)  西條 奈加 実業之日本社

98 9784088813240 るろうに剣心 ─ 明治剣客浪漫譚 北海道編─ 1 和月 伸宏 集英社

99 9784088817361 るろうに剣心─明治剣客浪漫譚・北海道編─ 2 和月 伸宏 集英社

漫　　　画

    （マンガの延長と予約はできません）

文　　　庫
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100 9784088820323 るろうに剣心─明治剣客浪漫譚・北海道編─ 3 和月 伸宏 集英社

101 9784088822617 るろうに剣心─明治剣客浪漫譚・北海道編─ 4 和月 伸宏 集英社

102 9784088824789 るろうに剣心─明治剣客浪漫譚・北海道編─ 5 和月 伸宏 集英社

103 9784088826738 るろうに剣心─明治剣客浪漫譚・北海道編─ 6 和月 伸宏 集英社

104 9784063658231 たいようのいえ(13)<完> タアモ 講談社

 図書室では蔵書のない書籍の入荷希望リクエストを随時受け付けていますので、

 多くの方に読んでいただける良書をご推薦ください。

 個人的な使用目的や高価すぎる本はご遠慮下さい。

 カウンターに備え付けの「購入希望用紙」に記載いただくか、

 Eメール　info@jas.org.sg　へ

 氏名・会員番号・書籍名・作者名・ISBN番号・推薦理由をご記載の上、送信ください。

 リクエストは1世帯1ヵ月につき５冊までとなります。

←978～で始まる「ISBN」は

　 本の裏側に記載されています

＊Item Barcode は図書室で

   採番したバーコード番号です
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