
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2020年11月18日注文）71件

№ 書名 著者名 出版社

1 朱く照る丘　　（新潮文庫 さ-93-4 ソナンと空人 4） 沢村 凛／著 新潮社

2 赤旗スクープは、こうして生まれた!
しんぶん赤旗日曜版
編集部／著

新日本出版社

3 アジア遊学　252 勉誠出版

4
あっけらかん　　（集英社文庫 の9-5 歴史時代 よろず相
談屋繁盛記 [5]）

野口 卓／著 集英社

5 いちばんやさしいパースと背景画の描き方 中山 繁信／著 エクスナレッジ

6 イラスト図解感染症と世界史 神野 正史／監修 宝島社

7 医療の外れで 木村 映里／著 晶文社

8 インディゴをさがして
クララ・キヨコ・クマガイ
／作

小学館

9 運命の逆流　　（新潮文庫 さ-93-3 ソナンと空人 3） 沢村 凛／著 新潮社

10 王都の落伍者　　（新潮文庫 さ-93-1 ソナンと空人 1） 沢村 凛／著 新潮社

11 大塚あや子のステッチワーク 大塚 あや子／著
文化学園文化出
版局

12 沖縄戦75年戦火の記憶を追う
琉球新報社編集局／
編著

高文研

13
男の料理完全ガイド　　（100%ムックシリーズ 完全ガイド
シリーズ 253）

晋遊舎

14 鬼絹の姫　　（新潮文庫 さ-93-2 ソナンと空人 2） 沢村 凛／著 新潮社

15 過激派の時代 北井 一夫／著
札幌宮の森美術
館

16 片手で弾ける!Disneyメロディーズ・ベスト
ヤマハミュージックエンタテ
インメントホールディングス

17 活動写真弁史 片岡 一郎／著 共和国

18 株式会社の世界史 平川 克美／著 東洋経済新報社

19
カリスマ保育士てぃ先生の子育てで困ったら、これやっ
てみ!

てぃ先生／著 ダイヤモンド社

20
変わり朝顔　　（祥伝社文庫 ひ17-1 船宿たき川捕り物
暦 [1]）

樋口 有介／著 祥伝社

21 教育のディープラーニング マイケル・フラン／著 明石書店

22 共鳴する未来　　（河出新書 020） 宮田 裕章／著 河出書房新社

23 くらげ色の蜜月　　（竹書房文庫 と3-1） 戸川 昌子／著 竹書房

24 グレート・リセット クラウス・シュワブ／著
日経ナショナルジ
オグラフィック社

25
健康のすべては「歯」と「口」から始まる　　（扶桑社新書
334）

江口 康久万／著 扶桑社
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26
現場で役立つ介護・福祉リーダーのためのチームマネジ
メント

井上 由起子／著 中央法規出版

27 公共調達と会計検査 芳賀 昭彦／編著 経済調査会

28 凍える霧　　（集英社文庫 フ18-33） サンドラ・ブラウン／著 集英社

29 こころとからだが楽になる音楽活用術 上月 正博／著 風間書房

30 これからの私が似合う服　　（FUSOSHA MOOK） 扶桑社

31 最強の電力調達完全ガイド 久保 欣也／著 日経BP

32 作家の秘められた人生　　（集英社文庫 ミ5-3） ギヨーム・ミュッソ／著 集英社

33 「雑草」という戦略 稲垣 栄洋／著 日本実業出版社

34 静岡人　vol.4 小林 一哉／編集
静岡旅行記者協
会

35 七十二候の食薬レシピ 大友 育美／著 学研プラス

36
白子の柚子釜　　（ハルキ文庫 な19-4 時代小説文庫
一膳めし屋丸九 4）

中島 久枝／著 角川春樹事務所

37 シンプルで、着心地のいいニット 風工房／著 日本ヴォーグ社

38
そりゃないよ　　（集英社文庫 の9-3 歴史時代 よろず相
談屋繁盛記 [3]）

野口 卓／著 集英社

39 対話力 白水 始／著 東洋館出版社

40
小さな会社の<人と組織を育てる>業務マニュアルのつく
り方

工藤 正彦／著 日本実業出版社

41 地方公共団体の内部統制の実務 久保 直生／編著 中央経済社

42
ついには誰もがすべてを忘れる　　（ハーパーBOOKS
M・ヤ1・1）

フェリシア・ヤップ／著
ハーパーコリンズ・
ジャパン

43
使い勝手のいい、エプロンと小物　　（レディブティックシ
リーズ 8053）

加藤 容子／著 ブティック社

44 <敵>と呼ばれても ジョージ・タケイ／著 作品社

45 手長姫 英霊の声　　（新潮文庫 み-3-39） 三島 由紀夫／著 新潮社

46 浪速割烹喜川のおいしい野菜図鑑　秋冬編 上野 修三／文・絵 西日本出版社

47
なんてやつだ　　（集英社文庫 の9-1 歴史時代 よろず
相談屋繁盛記 [1]）

野口 卓／著 集英社

48
人気料理完全ガイド　　（100%ムックシリーズ 完全ガイド
シリーズ 295）

晋遊舎

49
はないちもんめ　　（祥伝社文庫 あ36-6 はないちもんめ
1）

有馬 美季子／著 祥伝社

50
はないちもんめ夏の黒猫　　（祥伝社文庫 あ36-9 はな
いちもんめ 4）

有馬 美季子／著 祥伝社
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51
はないちもんめ梅酒の香　　（祥伝社文庫 あ36-10 はな
いちもんめ 5）

有馬 美季子／著 祥伝社

52
はないちもんめ世直しうどん　　（祥伝社文庫 あ36-11
はないちもんめ 6）

有馬 美季子／著 祥伝社

53
はないちもんめ福と茄子　　（祥伝社文庫 あ36-12 はな
いちもんめ 7）

有馬 美季子／著 祥伝社

54 ババヤガの夜 王谷 晶／著 河出書房新社

55 判例フォーカス行政法 村上 裕章／編著 三省堂

56 美食のサピエンス史　　（PEAK books PB05） ジョン・アレン／著 羊土社

57 ぴぷる　　（河出文庫 は28-1） 原田 まりる／著 河出書房新社

58 100さいの森 松岡 達英／著 講談社

59 武漢支援日記 査 瓊芳／著 岩波書店

60 ふたりでちょうど200% 町屋 良平／著 河出書房新社

61
ふゆごもりのまえに　　（世界傑作絵本シリーズ アメリカ
の絵本）

ジャン・ブレット／作 福音館書店

62 ぼくのみたもの みなみ ななみ／文・絵 いのちのことば社

63
まさかまさか　　（集英社文庫 の9-2 歴史時代 よろず相
談屋繁盛記 [2]）

野口 卓／著 集英社

64
メイカーとスタートアップのための量産入門
（Make:Japan Books）

小美濃 芳喜／著
オライリー・ジャパ
ン

65
やってみなきゃ　　（集英社文庫 の9-4 歴史時代 よろず
相談屋繁盛記 [4]）

野口 卓／著 集英社

66 夜ふかしの本棚　　（中公文庫 あ92-1） 朝井 リョウ／著 中央公論新社

67 リース法務ハンドブック 有吉 尚哉／編著
金融財政事情研
究会

68 離婚後の共同親権とは何か 梶村 太市／編著 日本評論社

69 理想のリスニング 阿部 公彦／著 東京大学出版会

70
ワタキューセイモア会長・安道光二の『感謝、謙虚、そし
て思いやりの心を』

村田 博文／著 財界研究所

71
私たちはどんな世界を生きているか　　（講談社現代新
書 2591）

西谷 修／著 講談社
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