
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2020年12月16日注文）58件

№ 書名 著者名 出版社

1 愛の言い換え 渡邊 璃生／著 KADOKAWA

2
iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Maxがぜんぶわかる
本　　（TJ MOOK）

宝島社

3 青い羽みつけた! Noovo Inc.／著
パイインターナショ
ナル

4 悪のいきもの図鑑 竹内 久美子／著 平凡社

5 アフガニスタン勇気と笑顔 内堀 タケシ／写真・文 国土社

6 イミダス現代の視点2021　　（集英社新書 1042） イミダス編集部／編 集英社

7 SDGs　　（岩波新書 新赤版 1854） 南 博／著 岩波書店

8 NPOと労働法　　（ガバナンスと評価 7） 渋谷 典子／著 晃洋書房

9 老いと学びの極意　　（文春新書 1288） 武田 鉄矢／著 文藝春秋

10 大坂城のシロ あんず ゆき／著 くもん出版

11 オニキス　[1]　　（新潮文庫nex ふ-52-11） 古野 まほろ／著 新潮社

12 オニキス　2　　（新潮文庫nex ふ-52-12） 古野 まほろ／著 新潮社

13 <音楽の国ドイツ>の系譜学　3 吉田 寛／著 青弓社

14 額装師の祈り　　（新潮文庫nex た-132-1） 谷 瑞恵／著 新潮社

15
かすていらのきれはし　　（祥伝社文庫 い26-3 読売屋お
吉甘味帖 3）

五十嵐 佳子／著 祥伝社

16
葛飾北斎殺人事件　　（実業之日本社文庫 か1-9 歴史
探偵・月村弘平の事件簿）

風野 真知雄／著 実業之日本社

17 彼方の光 シェリー・ピアソル／作 偕成社

18 監査報告書の指摘事項と改善提案 藤井 範彰／著 同文舘出版

19 キスギショウジ氏の生活と意見　　（竹書房文庫 く7-1） 草上 仁／著 竹書房

20 基礎から学ぶ産業・組織心理学 幸田 達郎／著 勁草書房

21 近代の虚妄 佐伯 啓思／著 東洋経済新報社

22
グレッグのダメ日記 なんとかなるさ　　（グレッグのダメ日
記 15）

ジェフ・キニー／作 ポプラ社

23 源氏物語の楽しみかた　　（祥伝社新書 618） 林 望／[著] 祥伝社

24 ゴー・ホーム・クイックリー　　（文春文庫 な82-1） 中路 啓太／著 文藝春秋

25 これからの天皇制 原 武史／著 春秋社
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26 ごんげん長屋つれづれ帖　1　　（双葉文庫 か-52-06） 金子 成人／著 双葉社

27 寂しき骨 池田 理代子／著 集英社

28 静岡ぐるぐるマップ　NO.140 静岡新聞社

29 縄文の家殺人事件　　（だいわ文庫 56-11I） 風野 真知雄／著 大和書房

30 全著作<森繁久彌コレクション>　3 森繁 久彌／著 藤原書店

31 全著作<森繁久彌コレクション>　4 森繁 久彌／著 藤原書店

32 全著作<森繁久彌コレクション>　5 森繁 久彌／著 藤原書店

33 地の告発　　（創元推理文庫 Mク13-7） アン・クリーヴス／著 東京創元社

34 チェリーシュリンプ ファン ヨンミ／作 金の星社

35 東京さんぽ絵本 阿部 行夫／作 文溪堂

36
東京駅の歴史殺人事件　　（実業之日本社文庫 か1-8
歴史探偵・月村弘平の事件簿）

風野 真知雄／著 実業之日本社

37
七十七の傷　　（幻冬舎文庫 か-25-1 爺いとひよこの捕
物帳 [1]）

風野 真知雄／[著] 幻冬舎

38 Pythonで学ぶフーリエ解析と信号処理 神永 正博／著 コロナ社

39 バチカン奇跡調査官　[18]　　（角川ホラー文庫 ふ4-18） 藤木 稟／[著] KADOKAWA

40 バチカン奇跡調査官　[19]　　（角川ホラー文庫 ふ4-19） 藤木 稟／[著] KADOKAWA

41 バチカン奇跡調査官　[20]　　（角川ホラー文庫 ふ4-20） 藤木 稟／[著] KADOKAWA

42 「はやぶさ2」が舞い降りた日々 的川 泰宣／著 勉誠出版

43
日帰りハイキング+立ち寄り温泉関東周辺　[2020]
（大人の遠足BOOK 東日本 3）

JTBパブリッシング

44 ひとり税理士のセーフティネットとリスクマネジメント 井ノ上 陽一／著 大蔵財務協会

45 フィルムカメラ放蕩記 赤城 耕一／著 ホビージャパン

46 ブラザー　　（中公文庫 す29-6 警視庁組対特捜K [6]） 鈴峯 紅也／著 中央公論新社

47 ポルトガルの建築家アルヴァロ・シザ 伊藤 廉／著 学芸出版社

48 ぽんこつ　　（ちくま文庫 あ53-2） 阿川 弘之／著 筑摩書房

49 身捨つるほどの祖国はありや 牛島 信／著 幻冬舎

50 宮沢賢治と法華経について 田口 昭典／著 でくのぼう出版
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51
結びの甘芋　　（祥伝社文庫 い26-4 読売屋お吉甘味帖
4）

五十嵐 佳子／著 祥伝社

52 『名探偵ポワロ』完全ガイド　　（星海社新書 164） 久我 真樹／著 星海社

53 「もう一度会いたい」と思われる人になる 菊間 彰／著 学事出版

54 模擬患者とつくる医療面接 寺沢 秀一／編 ナカニシヤ出版

55
読売屋お吉甘味とぉんと帖　　（祥伝社文庫 い28-1 [読
売屋お吉甘味帖] [1]）

五十嵐 佳子／著 祥伝社

56 よんひゃくまんさいのびわこさん 梨木 香歩／作 理論社

57 ロッキード疑獄 春名 幹男／著 KADOKAWA

58
わすれ落雁　　（祥伝社文庫 い26-2 読売屋お吉甘味帖
2）

五十嵐 佳子／著 祥伝社
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