
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2020年4月15日注文）106件

№ 書名 著者名 出版社

1 秋　　（CREST BOOKS） アリ・スミス／著 新潮社

2 新しい起業のかたち 安田 修／著
エムディエヌコーポ
レーション

3 跡継　　（角川文庫 時-う24-14 高家表裏譚 1） 上田 秀人／[著] KADOKAWA

4 あなたが私を竹槍で突き殺す前に 李 龍徳／著 河出書房新社

5 1年生になったら紙の辞書を与えなさい 深谷 圭助／著 大和書房

6 英語とつきあうための50の問い 杉野 俊子／監修 明石書店

7 SAP ABAPプログラミング入門 アレグス株式会社／著 秀和システム

8 欧州分裂クライシス　　（NHK出版新書 618） 熊谷 徹／著 NHK出版

9
お隠れ将軍　2　　（朝日文庫 よ21-2 朝日時代小説文
庫）

吉田 雄亮／著 朝日新聞出版

10 おこん春暦　　（文春文庫 さ63-73 新・居眠り磐音） 佐伯 泰英／著 文藝春秋

11 おはようの神様　　（メディアワークス文庫 す3-5） 鈴森 丹子／[著] KADOKAWA

12
Official髭男dism/ピアノ・コレクション　　（オフィシャル・ス
コア）

藤原 聡／監修 ドレミ楽譜出版社

13
俺の妹がこんなに可愛いわけがない　13　　（電撃文庫
3555）

伏見 つかさ／[著] KADOKAWA

14 神さまのビオトープ　　（講談社タイガ ナC-01） 凪良 ゆう／著 講談社

15 関西本線 牧野 和人／著
アルファベータブッ
クス

16 金融はまだまだ面白い　　（私の履歴書） 奥 正之／著
日本経済新聞出
版社

17
朽木の花　　（TH Literature Series NIGHT LAND
LIBRARY J-05）

朝松 健／著 アトリエサード

18 クラウドファンディングストーリーズ 出川 光／著 青幻舎

19 黒川能 船曳 由美／著 集英社

20 結婚してみることにした。 壇 蜜／著 文藝春秋

21 「言論統制」の近代を問いなおす 金 ヨンロン／編 花鳥社

22 声なき叫び
ファリダ・アフマディ／
著

花伝社

23 国策落語はこうして作られ消えた 柏木 新／著 本の泉社

24 誤作動する脳　　（シリーズケアをひらく） 樋口 直美／著 医学書院

25 古関裕而の昭和史　　（文春新書 1256） 辻田 真佐憲／著 文藝春秋
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26 この青い空で君をつつもう　　（双葉文庫 せ-10-03） 瀬名 秀明／著 双葉社

27
こんぺいとうはゆめみてた　　（おやこでよもう!金子み
すゞ）

金子 みすゞ／童謡 JULA出版局

28 災害その記録と記憶
専修大学人文科学研
究所／編

専修大学出版局

29 サイレント　上　　（ハーパーBOOKS M・ス2・5） カリン・スローター／著
ハーパーコリンズ・
ジャパン

30 さよならの神様　　（メディアワークス文庫 す3-3） 鈴森 丹子／[著] KADOKAWA

31 散歩しながら子どもに教えてあげられる草花図鑑 亀田 龍吉／著 主婦の友社

32 失礼な日本語　　（ポプラ新書 190） 岩佐 義樹／著 ポプラ社

33 詩的水平線 岡本 勝人／著 響文社

34 私鉄車両年鑑　2019　　（イカロスMOOK） イカロス出版

35 私鉄特急の謎　　（イースト新書Q Q062） 小川 裕夫／[著] イースト・プレス

36 児童精神科医ママの子どもの心を育てるコツBOOK 白尾 直子／著 内外出版社

37 死にたいけどトッポッキは食べたい ペク セヒ／著 光文社

38 しゃもぬまの島 上畠 菜緒／著 集英社

39
首都爆発　　（双葉文庫 や-30-04 警視庁公安0課カミカ
ゼ [3]）

矢月 秀作／著 双葉社

40 首都圏鉄道事情大研究　観光篇 川島 令三／著 草思社

41 昭和軍歌・軍国歌謡の歴史 菊池 清麿／著
アルファベータブッ
クス

42
辛酸なめ子の世界恋愛文学全集　　（祥伝社文庫 し25-
1）

辛酸 なめ子／著 祥伝社

43 人生で大切なたったひとつのこと
ジョージ・ソーンダーズ
／著

海竜社

44
シンプルだけど、どこにもない服　　（Heart Warming Life
Series）

ロシャン・シルバ／著 日本ヴォーグ社

45 図解世界一やさしい東洋医学 頼 建守／著 エクスナレッジ

46 凄い製品開発 ジム・M.モーガン／著 日経BP

47 図説中国古代の機械と技術 中国科学技術館／編 科学出版社東京

48 世界で一番美しい鷲の図鑑 マイク・アンウィン／著 エクスナレッジ

49 世界でいちばん虚無な場所 ダミアン・ラッド／著 柏書房

50 世界は贈与でできている 近内 悠太／著 ニューズピックス
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51 聡明な女は愉しく老いる 桐島 洋子／著 海竜社

52
狙撃手リーパー ゴースト・ターゲット　　（ハヤカワ文庫
NV 1463）

ニコラス・アーヴィング
／著

早川書房

53 そして、ぼくは旅に出た。 大竹 英洋／著 あすなろ書房

54 その世界の猫隅に 斎藤 環／著 青土社

55 第三者委員会 本村 健／編著者代表
金融財政事情研
究会

56 大正ロマン着物女子服装帖 大野 らふ／著 河出書房新社

57 「畳み人」という選択 設楽 悠介／著 プレジデント社

58
誰がアパレルを殺すのか　　（日経ビジネス人文庫 す
12-1）

杉原 淳一／著
日経BP日本経済
新聞出版本部

59 誰かに教えたくなるレトロ建築の話　　（潮新書 033） 門井 慶喜／著 潮出版社

60 知的再武装60のヒント　　（文春新書 1254） 池上 彰／著 文藝春秋

61 地方人夷屋藤吉 高橋 敏／編著 敬文舎

62 中東テロリズムは終わらない 村瀬 健介／著 KADOKAWA

63 デジタル写真論 清水 穣／著 東京大学出版会

64 デジタル・デモクラシーがやってくる! 谷口 将紀／著 中央公論新社

65 哲学の起源　　（岩波現代文庫 学術 413） 柄谷 行人／著 岩波書店

66 東京旧庭 櫛引 典久／写真 玄光社

67 東京五輪の残像　　（中公文庫 に23-1） 西所 正道／著 中央公論新社

68 東京のかわいい看板建築さんぽ 宮下 潤也／著 エクスナレッジ

69 投資家のための金融マーケット予測ハンドブック
三井住友信託銀行
マーケット事業／著

NHK出版

70 透明な夜の香り 千早 茜／著 集英社

71 とことん解説!キャラクターの「塗り」入門教室 乃樹坂 くしお／著 SBクリエイティブ

72 なぜ、成熟した民主主義は分断を生み出すのか 渡瀬 裕哉／著 すばる舎

73 22世紀を見る君たちへ　　（講談社現代新書 2565） 平田 オリザ／著 講談社

74
日本で最も美しい村オフィシャルガイド　　（双葉社スー
パームック）

「日本で最も美しい村」
連合／監修

双葉社

75 日本のロゴ・マーク50年
日本タイポグラフィ協
会／編

パイインターナショ
ナル
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76 日本文化の核心　　（講談社現代新書 2566） 松岡 正剛／著 講談社

77 日本史からの問い 三谷 博／著 白水社

78 信長と家臣団の城　　（角川選書 633） 中井 均／著 KADOKAWA

79
PythonではじめるKaggleスタートブック　　（実践Data
Scienceシリーズ）

石原 祥太郎／著 講談社

80 パリのクロッシェレースドイリー 福島 明子／著 誠文堂新光社

81 パルプ・ノンフィクション 三島 邦弘／著 河出書房新社

82 パワーポイント最速仕事術 前田 鎌利／著 ダイヤモンド社

83 ピアノでコードを覚える方法とほんの少しの理論 いちむら まさき／著 リットーミュージック

84 ひとの住処　　（新潮新書 848） 隈 研吾／著 新潮社

85 ヒトラーへのメディア取材記録 エリック・ブランカ／著 原書房

86 美容資本　　（シリーズ数理・計量社会学の応用 1） 小林 盾／著 勁草書房

87 ひれふせ、女たち ケイト・マン／著
慶應義塾大学出
版会

88
ファイナンスのプロになるExcel財務モデリングの教科書
1

服部 浩弥／著 税務経理協会

89
不登校・ひきこもりの9割は治せる　　（光文社新書
1016）

杉浦 孝宣／著 光文社

90 ベランダ園芸で考えたこと　　（ちくま文庫 や53-1） 山崎 ナオコーラ／著 筑摩書房

91 ヘンリー王子とメーガン妃　　（文春新書 1255） 亀甲 博行／著 文藝春秋

92 僕の人生には事件が起きない 岩井 勇気／著 新潮社

93 北陸の鉄道　国鉄・JR編<現役路線・廃止路線> 牧野 和人／著
アルファベータブッ
クス

94 北陸の鉄道　私鉄・路面電車編<現役路線・廃止路線> 牧野 和人／著
アルファベータブッ
クス

95 マイホームの彼方に 平山 洋介／著 筑摩書房

96 マウス禁止!たった1秒のパソコン仕事術 中山 真敬／著 宝島社

97 町田忍の手描き看板百景 町田 忍／著 東海教育研究所

98
マンション管理組合のトラブル相談Q&A　　（トラブル相
談シリーズ）

中村 宏／著 民事法研究会

99 未来の授業 佐藤 真久／監修 宣伝会議

100
迷走する教員の働き方改革　　（岩波ブックレット
No.1020）

内田 良／著 岩波書店
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101 ヨーロッパの美しい路地裏
パイインターナショナ
ル／編著

パイインターナショ
ナル

102 りゅうおうのおしごと!　7　　（GA文庫 し-04-26） 白鳥 士郎／著 SBクリエイティブ

103 量子コンピュータが本当にわかる! 武田 俊太郎／著 技術評論社

104 LOONSHOTS
サフィ・バーコール／
著

日経BP

105 歴史のなかのカタルーニャ 立石 博高／著 山川出版社

106 嗤う猿　　（ハーパーBOOKS M・ハ4・2） J.D.バーカー／著
ハーパーコリンズ・
ジャパン
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