
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2020年12月9日注文）88件

№ 書名 著者名 出版社

1 安倍・菅政権vs.検察庁 村山 治／著 文藝春秋

2 荒木経惟、写真に生きる。 荒木 経惟／著 青幻舎

3 アンコンタクト キム ヨンソプ／著 小学館

4 家でできること115　　（王様文庫 A88-16） 博学面白倶楽部／著 三笠書房

5 いつか、眠りにつく日　2　　（スターツ出版文庫 Sい1-8） いぬじゅん／著 スターツ出版

6 Windows10 Wi‐Fi最強見直し術　　（マキノ出版ムック） マキノ出版

7 Excel & Word最強の時短術　　（マキノ出版ムック） マキノ出版

8 おうちモンテッソーリはじめます
シモーン・デイヴィス／
著

永岡書店

9
おしりたんてい おしりたんていのこい!?　　（おしりたんて
いシリーズ 10 おしりたんていファイル 10）

トロル／さく・え ポプラ社

10 おもかげ　　（講談社文庫 あ70-25） 浅田 次郎／[著] 講談社

11 かたちのニット 濱田 明日香／著
文化学園文化出
版局

12 家庭のオーブンで作るバゲット ムラヨシ マサユキ／著 成美堂出版

13 悲しみとともにどう生きるか　　（集英社新書 1045） 入江 杏／編著 集英社

14 記憶のデザイン　　（筑摩選書 0198） 山本 貴光／著 筑摩書房

15 ギターソロで弾く古関裕而作品集 竹内 永和／編曲 現代ギター社

16 銀河英雄伝説列伝　1　　（創元SF文庫 SFた1-17） 田中 芳樹／監修 東京創元社

17 空気が支配する国　　（新潮新書 883） 物江 潤／著 新潮社

18 クレーンクレーン 竹下 文子／さく 偕成社

19 グレタさんの訴えと水害列島日本 岩佐 茂／著 学習の友社

20 クワバカ　　（光文社新書 1080） 中村 計／著 光文社

21 寿ぐひと 嶋守 さやか／著 新評論

22 ザ・ブルーハーツ 陣野 俊史／著 河出書房新社

23 鯖　　（徳間文庫 あ67-2） 赤松 利市／著 徳間書店

24 左翼の逆襲　　（講談社現代新書 2597） 松尾 匡／著 講談社

25 30秒でできる!ニッポン紹介おもてなしのフランス語会話
IBCパブリッシング／
編

IBCパブリッシング
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26 幸せに気づく世界のことば メーガン・C.ヘイズ／著 フィルムアート社

27 事件現場清掃人 高江洲 敦／著 飛鳥新社

28 実践!!業務委託契約書審査の実務
出澤総合法律事務所
／編

学陽書房

29 昭和44年生まれ
昭和44年生まれ編集
委員会／編

スタジオK

30 ジョナスのかさ ジョシュ・クルート／文 光村教育図書

31 新・五代友厚伝 八木 孝昌／著 PHP研究所

32 新型コロナで医療が変わる 武藤 正樹／著 日本医学出版

33 シンデレラ 自由をよぶひと
レベッカ・ソルニット／
著

河出書房新社

34 スーパー・ノヴァ
ニコール・パンティル
イーキス／著

あすなろ書房

35
図解とキーワードで学ぶ金融英語　　（ビジネスエキス
パートEnglish）

中田 京子／著 ジャパンタイムズ

36 涼宮ハルヒの直観　　（角川スニーカー文庫 た-1-1-12） 谷川 流／著 KADOKAWA

37 星系出雲の兵站　1　　（ハヤカワ文庫 JA 1340） 林 譲治／著 早川書房

38 星系出雲の兵站　2　　（ハヤカワ文庫 JA 1342） 林 譲治／著 早川書房

39 星系出雲の兵站　3　　（ハヤカワ文庫 JA 1358） 林 譲治／著 早川書房

40 星系出雲の兵站　4　　（ハヤカワ文庫 JA 1370） 林 譲治／著 早川書房

41 星系出雲の兵站-遠征-　1　　（ハヤカワ文庫 JA 1391） 林 譲治／著 早川書房

42 星系出雲の兵站-遠征-　2　　（ハヤカワ文庫 JA 1401） 林 譲治／著 早川書房

43 星系出雲の兵站-遠征-　3　　（ハヤカワ文庫 JA 1417） 林 譲治／著 早川書房

44 星系出雲の兵站-遠征-　4　　（ハヤカワ文庫 JA 1432） 林 譲治／著 早川書房

45 星系出雲の兵站-遠征-　5　　（ハヤカワ文庫 JA 1444） 林 譲治／著 早川書房

46 ゼロからスタートフランス語　会話編
アテネ・フランセ／責任
編集

Jリサーチ出版

47 占領期の名古屋　　（爽BOOKS） 阿部 英樹／編 風媒社

48 それを小説と呼ぶ 佐々木 敦／著 講談社

49
タイタニックを引き揚げろ　上　　（扶桑社ミステリー カ
11-37）

クライブ・カッスラー／
著

扶桑社

50
タイタニックを引き揚げろ　下　　（扶桑社ミステリー カ
11-38）

クライブ・カッスラー／
著

扶桑社
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51 対立軸の昭和史　　（河出新書 021） 保阪 正康／著 河出書房新社

52 だから私は、神を信じる 加藤 一二三／著
日本キリスト教団
出版局

53 団塊ボーイの東京 矢野 寛治／著 弦書房

54 「男女格差後進国」の衝撃　　（小学館新書 380） 治部 れんげ／著 小学館

55 地球のはしからはしまで走って考えたこと 北田 雄夫／著 集英社

56 地上に星座をつくる 石川 直樹／著 新潮社

57 ちゃぶ台　6(2020年秋/冬号) ミシマ社

58
定点観測新型コロナウイルスと私たちの社会　2020年前
半　　（論創ノンフィクション 005）

森 達也／編著 論創社

59 テクノロジーの世界経済史 カール・B.フレイ／著 日経BP

60 ドS刑事(デカ)　[7] 七尾 与史／著 幻冬舎

61 都市危機のアメリカ 矢作 弘／著 岩波書店

62
怒濤の砂漠　　（祥伝社文庫 わ7-25 傭兵代理店・改
[4]）

渡辺 裕之／著 祥伝社

63 中村好文 百戦錬磨の台所　vol.1 中村 好文／著 学芸出版社

64 南朝研究の最前線　　（朝日文庫 に16-2）
日本史史料研究会／
監修

朝日新聞出版

65 虹色チェンジメーカー　　（小学館新書 384） 村木 真紀／著 小学館

66 21世紀最強の職業Web系エンジニアになろう 勝又 健太／著 実業之日本社

67 2021年日本はこうなる
三菱UFJリサーチ&コン
サルティング／編

東洋経済新報社

68 日本の新時代ビジョン　　（PHP新書 1237） 鹿島平和研究所／編 PHP研究所

69 日本国憲法論　　（法学叢書 7） 佐藤 幸治／著 成文堂

70 認知症社会の希望はいかにひらかれるのか 井口 高志／著 晃洋書房

71 Pythonで学ぶ音源分離　　（機械学習実践シリーズ） 戸上 真人／著 インプレス

72 花の命はノー・フューチャー　　（ちくま文庫 ふ52-1） ブレイディみかこ／著 筑摩書房

73
バンダル・アード=ケナード　　（朝日文庫 こ39-1 [バンダ
ル・アード=ケナード] [7]）

駒崎 優／著 朝日新聞出版

74
バンダル・アード=ケナード　　（朝日文庫 こ39-2 [バンダ
ル・アード=ケナード] [8]）

駒崎 優／著 朝日新聞出版

75 フランス語で楽しむ世界昔ばなし
西村 亜子／フランス
語

IBCパブリッシング

3/4



蔵書へのご提案 購入資料一覧（2020年12月9日注文）88件

№ 書名 著者名 出版社

76 文学は実学である 荒川 洋治／[著] みすず書房

77 マーシカちゃん 北見 葉胡／作 アリス館

78 モダンラブいくつもの出会い、とっておきの恋
ダニエル・ジョーンズ／
編

河出書房新社

79 「森の演出家」がつなぐ森と人 土屋 一昭／著 化学同人

80 もりのしょうぼうだん　　（創作絵本シリーズ） もりのひつじかい／さく
みらいパブリッシン
グ

81 闇の脳科学 ローン・フランク／著 文藝春秋

82 ゆがめられた目標管理 一倉 定／著 日経BP

83 ヨーロッパ各地で大当たり 剣劇王筒井徳二郎 田中 徳一／著 勉誠出版

84 楽園とは探偵の不在なり 斜線堂 有紀／著 早川書房

85 ルビィのぼうけん リンダ・リウカス／作 翔泳社

86 例外状態の道化師(ジョーカー) 笠井 潔／著 南雲堂

87 レンブラントをとり返せ　　（新潮文庫 ア-5-50）
ジェフリー・アーチャー
／[著]

新潮社

88 ワイズカンパニー 野中 郁次郎／著 東洋経済新報社
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