
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2020年6月24日注文）74件

№ 書名 著者名 出版社

1 明け方の若者たち カツセ マサヒコ／著 幻冬舎

2 アコーディオン弾きの息子　　（CREST BOOKS）
ベルナルド・アチャガ
／著

新潮社

3 アフターコロナ　　（日経BPムック） 日経クロステック／編 日経BP

4 忙しい人のための代謝学 田中 文彦／著 羊土社

5 一流の仕事の「任せ方」全技術 守屋 智敬／著 明日香出版社

6 WinActor実践ガイド インサイトイメージ／著 インプレス

7 動きだした時計 小松 みゆき／著 めこん

8 噓と拡散の世紀
ピーター・ポメランツェ
フ／著

原書房

9 '80sガールズファッションブック 竹村 真奈／編著 グラフィック社

10 MdNデザイナーズファイル　2020 MdN書籍編集部／編
エムディエヌコーポ
レーション

11
大江戸少女カゲキ団　2　　（ハルキ文庫 な10-12 時代
小説文庫）

中島 要／著 角川春樹事務所

12 大人だから、甘い服 香田 あおい／著
文化学園文化出
版局

13
大人のかんたんソーイング　2020夏　　（レディブティック
シリーズ 4978）

ブティック社

14 荷風追想　　（岩波文庫 31-201-3） 多田 蔵人／編 岩波書店

15 虚像の織田信長 渡邊 大門／編 柏書房

16 銀翼の死角　　（角川文庫 あ77-7 警視庁文書捜査官） 麻見 和史／[著] KADOKAWA

17 警視庁SM班　1　　（角川文庫 と24-4） 富樫 倫太郎／[著] KADOKAWA

18 警視庁SM班　2　　（角川文庫 と24-5） 富樫 倫太郎／[著] KADOKAWA

19
警視庁公安部第二資料係天野傑　　（徳間文庫 い72-
1）

今宮 新／著 徳間書店

20 警視庁情報官　[7]　　（講談社文庫 は92-18） 濱 嘉之／[著] 講談社

21 ゲティ家の身代金　　（ハーパーBOOKS NF・ヒ1・1） ジョン・ピアースン／著
ハーパーコリンズ・
ジャパン

22 恋のゴンドラ　　（実業之日本社文庫 ひ1-4） 東野 圭吾／著 実業之日本社

23 公立図書館における指定管理者制度 水沼 友宏／著 樹村房

24 この不寛容の時代に 佐藤 優／著 新潮社

25
コンビニたそがれ堂 花時計　　（ポプラ文庫ピュアフル P
む-1-19）

村山 早紀／[著] ポプラ社
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26 さち子のお助けごはん　　（潮文庫 や-1） 山口 恵以子／著 潮出版社

27 作家になりたい!　7　　（講談社青い鳥文庫 Eこ3-57） 小林 深雪／作 講談社

28 syunkonカフェごはん　7　　（e‐MOOK） 山本 ゆり／[著] 宝島社

29 昭和史の本質　　（新潮新書 857） 保阪 正康／著 新潮社

30 新任警視 古野 まほろ／著 新潮社

31 砂と人類
ヴィンス・バイザー／
著

草思社

32 素晴らしき家族旅行　上　　（毎日文庫 は1-1） 林 真理子／著 毎日新聞出版

33 素晴らしき家族旅行　下　　（毎日文庫 は1-2） 林 真理子／著 毎日新聞出版

34 世界遺産のひみつ　　（イースト新書Q Q060） 宮澤 光／[著] イースト・プレス

35 世界一わかりやすい「医療政策」の教科書 津川 友介／著 医学書院

36 世界観をつくる 水野 学／著 朝日新聞出版

37 絶対に知らないとヤバイ!家族信託の手続きの進め方 赤津 寛紀／著 彩図社

38 ゼロから作るDeep Learning　3 斎藤 康毅／著
オライリー・ジャパ
ン

39 戦略コンサルタント仕事の本質と全技法 遠藤 功／著 東洋経済新報社

40 ソーシャルワーカーのための成年後見入門 野崎 和義／著 ミネルヴァ書房

41 空飛ぶ絶景400日　　（絶景100シリーズ）
Honeymoon Traveler
／著

朝日新聞出版

42
それぞれの陽だまり　　（光文社文庫 な43-6 光文社時
代小説文庫 日本橋牡丹堂菓子ばなし 5）

中島 久枝／著 光文社

43 多額の資産をめぐる離婚の実務 三平 聡史／著 日本加除出版

44 ダブルジェイ　　（徳間文庫 す15-9 警視庁公安J [6]） 鈴峯 紅也／著 徳間書店

45 地球の歩き方　A16
地球の歩き方編集室
／編集

ダイヤモンド・ビッ
グ社

46 ちょっとの丸暗記で外食レベルのごはんになる 小竹 貴子／著 日経BP

47 ドイツの子どもは審判なしでサッカーをする 中野 吉之伴／著 ナツメ社

48 東京プレデターズ　　（ハルキ文庫 な14-3） 七尾 与史／著 角川春樹事務所

49 2060未来創造の白地図 川口 伸明／著 技術評論社

50
ネットに編みつけて作るエコアンダリヤの使いやすい
バッグ　　（Asahi Original 984）

アップルミンツ
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51 俳句の明日へ　3 矢島 渚男／著 紅書房

52 初恋　　（実業之日本社文庫 ん8-1） アミの会(仮)／著 実業之日本社

53 花咲家の怪　　（徳間文庫 む9-7） 村山 早紀／著 徳間書店

54 花咲家の旅　　（徳間文庫 む9-5） 村山 早紀／著 徳間書店

55 早川ユミのちくちく服つくり 早川 ユミ／著 KTC中央出版

56 犯罪者の心のなかでは何が起きているのか ケリー・デインズ／著 青土社

57 ビジネスエリートになるための教養としての投資 奥野 一成／著 ダイヤモンド社

58
「100円ショップ」のガジェットを分解してみる!　　（I/O
BOOKS）

ThousanDIY／著 工学社

59 100年の旅 ハイケ・フォーラ／文 かんき出版

60 フテンマ戦記 小川 和久／著 文藝春秋

61 プリティ・ガールズ　上　　（ハーパーBOOKS M・ス2・1） カリン・スローター／著
ハーパーコリンズ・
ジャパン

62 プリティ・ガールズ　下　　（ハーパーBOOKS M・ス2・2） カリン・スローター／著
ハーパーコリンズ・
ジャパン

63 本屋大賞　2020 本の雑誌編集部／編 本の雑誌社

64 またね家族 松居 大悟／著 講談社

65 未熟児を陳列した男 ドーン・ラッフェル／著 原書房

66 緑と楯 雪舟 えま／著 集英社

67 無辜の絵画
広島市現代美術館／
編

国書刊行会

68 めんどうなことしないうまさ極みレシピ ジョーさん。／著 KADOKAWA

69
森まゆみと読む林芙美子「放浪記」　　（集英社文庫 も
26-10）

林 芙美子／[原著] 集英社

70 やさしくわかる透析看護 小林 修三／監修 照林社

71 ラマレラ最後のクジラの民
ダグ・ボック・クラーク
／著

NHK出版

72
リバティプリント、私の着こなし　　（レディブティックシリー
ズ 4984）

May Me伊藤みちよ／
著

ブティック社

73 ロボット手術と子宮がん　　（祥伝社新書 591） 井坂 惠一／[著] 祥伝社

74 わたしはナチスに盗まれた子ども
イングリット・フォン・
エールハーフェン／著

原書房
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