
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2020年7月1日注文）74件

№ 書名 著者名 出版社

1
Accessのデータベースのツボとコツがゼッタイにわかる
本　　（最初からそう教えてくれればいいのに!）

立山 秀利／著 秀和システム

2 アニメの詩人ノルシュテイン 児島 宏子／著 東洋書店新社

3 アメリカーナ　上　　（河出文庫 ア10-2）
チママンダ・ンゴズィ・
アディーチェ／著

河出書房新社

4 アメリカーナ　下　　（河出文庫 ア10-3）
チママンダ・ンゴズィ・
アディーチェ／著

河出書房新社

5
意思決定の教科書　　（Harvard Business Review
DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー）

ハーバード・ビジネス・
レビュー編集部／編

ダイヤモンド社

6
出雲のあやかしホテルに就職します　8　　（双葉文庫 か
-51-08）

硝子町 玻璃／著 双葉社

7 今なぜNPO法人に課税か　　（KSブックレット No.28） 富田 偉津男／著 きょうされん

8 映画の匠野村芳太郎 野村 芳太郎／著 ワイズ出版

9 AI白書　2020
情報処理推進機構AI
白書編集委員会／編

角川アスキー総合
研究所

10 大宅壮一の「戦後」 阪本 博志／著 人文書院

11 おばあちゃんとことりと
ベンジー・デイヴィス／
作

岩崎書店

12
俺の妹がこんなに可愛いわけがない　14　　（電撃文庫
3653）

伏見 つかさ／[著] KADOKAWA

13 彼女の体とその他の断片
カルメン・マリア・マチャ
ド／著

エトセトラブックス

14 観光を考える　1 小林 寛則／著 ミネルヴァ書房

15 観光を考える　2 小林 寛則／著 ミネルヴァ書房

16 観光を考える　3 小林 寛則／著 ミネルヴァ書房

17 観光を考える　4 小林 寛則／著 ミネルヴァ書房

18
偽装診療　　（講談社文庫 せ18-2 医者探偵・宇賀神晃
[2]）

仙川 環／[著] 講談社

19 昨日壊れはじめた世界で 香月 夕花／著 新潮社

20 教養としてのコンピューターサイエンス講義
ブライアン・カーニハン
／著

日経BP

21
近代人の自由と古代人の自由・征服の精神と簒奪
（岩波文庫 32-525-2）

コンスタン／著 岩波書店

22 空前絶後の保護猫ライフ!　池崎の家編 サンシャイン池崎／著 宝島社

23 決定版5G 片桐 広逸／著 東洋経済新報社

24 現代経済学の直観的方法 長沼 伸一郎／著 講談社
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25 源平妖乱 信州吸血城　　（祥伝社文庫 た40-2） 武内 涼／著 祥伝社

26 こいぬのルナ、コロナウイルスにたちむかう アダム M.ウォレス／作 子どもの未来社

27 工学部ヒラノ教授の徘徊老人日記 今野 浩／著 青土社

28
興奮しやすい子どもには愛着とトラウマの問題があるの
かも

西田 泰子／著 遠見書房

29 此処 池田 澄子／著 朔出版

30 コスモスいくつもの世界　　（NATIONAL GEOGRAPHIC） アン・ドルーヤン／著
日経ナショナルジ
オグラフィック社

31 国家と移民　　（集英社新書 1025） 鳥井 一平／著 集英社

32 古典探偵小説の愉しみ　1　　（叢書東北の声 40） 真田 啓介／[著] 荒蝦夷

33 古典探偵小説の愉しみ　2　　（叢書東北の声 41） 真田 啓介／[著] 荒蝦夷

34 <婚活ビジネス>急成長のカラクリ　　（扶桑社新書 320） 有薗 隼人／著 扶桑社

35 ザ・ループ
シモン・ストーレンハー
グ／著

グラフィック社

36 再会　　（幻冬舎時代小説文庫 か-48-4 追われもの 4） 金子 成人／[著] 幻冬舎

37
櫻子さんの足下には死体が埋まっている　[15]　　（角川
文庫 お68-15）

太田 紫織／[著] KADOKAWA

38 CSS設計完全ガイド 半田 惇志／著 技術評論社

39
知っておきたい!日本の「世界遺産」がわかる本　　（まな
ぶっく）

世界遺産を学ぶ会／
著

メイツユニバーサ
ルコンテンツ

40 社会的ひきこもり　　（PHP新書 1214） 斎藤 環／著 PHP研究所

41
シュークリームは覗いている　　（ヴィレッジブックス F-フ
2-12）

ジョアン・フルーク／著 ヴィレッジブックス

42 集結　　（創元推理文庫 Mテ19-1）
マウリツィオ・デ・ジョバ
ンニ／著

東京創元社

43 ジュリアンはマーメイド ジェシカ・ラブ／作
サウザンブックス
社

44 障害者総合支援法事業者ハンドブック　指導監査編 中央法規出版

45 信じた道の先に、花は咲く。 太田 朋子／著 マガジンハウス

46 人生が変わる白内障手術 山崎 健一朗／著
幻冬舎メディアコン
サルティング

47 「育ちがいい人」だけが知っていること 諏内 えみ／著 ダイヤモンド社

48 対話型マネジャー 世古 詞一／著
日本能率協会マネ
ジメントセンター
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49 旅が好きだ!　　（14歳の世渡り術） 河出書房新社／編 河出書房新社

50 チョウのそだち方 福田 晴男／監修・著 国土社

51 ディープメディスン エリック・トポル／著 NTT出版

52 デッドヒート　上　　（ハルキ文庫 す4-9） 須藤 靖貴／著 角川春樹事務所

53 デッドヒート　中　　（ハルキ文庫 す4-10） 須藤 靖貴／著 角川春樹事務所

54 デッドヒート　下　　（ハルキ文庫 す4-11） 須藤 靖貴／著 角川春樹事務所

55 電磁場の発明と量子の発見 筒井 泉／著 丸善出版

56 泣きたい私は猫をかぶる　　（角川文庫 お74-12）
岩佐 まもる／ノベライ
ズ

KADOKAWA

57
「日本が世界一」のランキング事典　　（宝島社新書
577）

伊藤 賀一／著 宝島社

58 日本一わかりやすいお金の教科書 深田 晶恵／著 講談社

59 日本語からはじめる小学校英語 大津 由紀雄／編 開拓社

60 にんぎょのルーシー SOOSH／ぶん・え トゥーヴァージンズ

61 はじめてのGmail入門　　（BASIC MASTER SERIES 520） 桑名 由美／著 秀和システム

62 八本脚の蝶　　（河出文庫 に12-1） 二階堂 奥歯／著 河出書房新社

63 破滅のループ　　（ハーパーBOOKS M・ス2・14） カリン・スローター／著
ハーパーコリンズ・
ジャパン

64 平尾誠二を語る 橋野 薫／著 草思社

65 不条理を生きるチカラ 佐藤 優／著 ビジネス社

66 物体E　　（ハヤカワ文庫 SF 2250） ナット・キャシディ／著 早川書房

67
ブルーブラッド　　（朝日文庫 り3-2 警視庁特別取締官
[2]）

六道 慧／著 朝日新聞出版

68 フロム・ザ・フラッド
シモン・ストーレンハー
グ／著

グラフィック社

69 法廷通訳人　　（角川文庫 ち9-1） 丁 海玉／[著] KADOKAWA

70 ぼくといっしょに
シャルロット・デマトー
ン／作

ブロンズ新社

71 またね。 木内 みどり／著 岩波書店

72 ママとうみのやくそく コ ヒヨン／ぶん 主婦の友社
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73 迷い熊繫ぐ　　（双葉文庫 し-32-32 長屋道場騒動記 7） 芝村 凉也／著 双葉社

74 量子魔術師　　（ハヤカワ文庫 SF 2258） デレク・クンスケン／著 早川書房
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