
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2020年8月19日注文）88件

№ 書名 著者名 出版社

1 IoTソフトウェア無線の教科書　　（ハッカーの技術書） 上松 亮介／著 データハウス

2 悪神の住処　　（角川文庫 わ12-4 暗殺者メギド [4]） 渡辺 裕之／[著] 角川書店

3 アジア主義全史　　（筑摩選書 0192） 嵯峨 隆／著 筑摩書房

4 あれから
ジョナサン・トーゴヴニ
ク／写真・インタビュー

赤々舎

5 暗殺者メギド　　（角川文庫 わ12-1 [暗殺者メギド] [1]） 渡辺 裕之／[著] 角川書店

6
イスラームからヨーロッパをみる　　（岩波新書 新赤版
1839）

内藤 正典／著 岩波書店

7 伊藤真の刑事訴訟法入門 伊藤 真／著 日本評論社

8 伊藤真の民法入門 伊藤 真／著 日本評論社

9 異聞風土記 尹 雄大／著 晶文社

10 ヴィニジャン　　（ONTOMO MOOK） 田中 伊佐資／著 音楽之友社

11 海が見える家 それから　　（小学館文庫 は3-2） はらだ みずき／著 小学館

12
怨毒草紙　　（講談社タイガ ナB-07 よろず建物因縁帳
[7]）

内藤 了／著 講談社

13 御菓子司聚洸の源氏物語 梶 裕子／著 光村推古書院

14
親が知っておきたい学びの本質の教科書　教育と子育
て編

山内 宏泰／著 朝日学生新聞社

15 学習科学ガイドブック 大島 純／編 北大路書房

16
影燈籠　　（二見時代小説文庫 も1-23 柳橋ものがたり
5）

森 真沙子／著 二見書房

17 勝間式ネオ・ライフハック100 勝間 和代／著 KADOKAWA

18 関西文系散歩　　（LMAGA MOOK）
京阪神エルマガジン社
／編集

京阪神エルマガジ
ン社

19
キャプテン・フューチャー最初の事件　　（創元SF文庫
SFハ6-23 新キャプテン・フューチャー）

アレン・スティール／著 東京創元社

20 京都寺町三条のホームズ　15　　（双葉文庫 も-17-21） 望月 麻衣／著 双葉社

21 近代皇室の社会史 森 暢平／著 吉川弘文館

22 クオリアと人工意識　　（講談社現代新書 2576） 茂木 健一郎／著 講談社

23 クリーピー ラバーズ　　（光文社文庫 ま20-8） 前川 裕／著 光文社

24 景観からよむ日本の歴史　　（岩波新書 新赤版 1838） 金田 章裕／著 岩波書店

25 げいさい 会田 誠／著 文藝春秋
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26 『外科室』の一途　　（ファミ通文庫 の2-19-1） 野村 美月／著 KADOKAWA

27 五・一五事件　　（中公新書 2587） 小山 俊樹／著 中央公論新社

28 合成テクノロジーが世界をつくり変える
クリストファー・プレスト
ン／著

インターシフト

29 心のケアが必要な思春期・青年期のソーシャルワーク 西隈 亜紀／著 中央法規出版

30
子どもの権利条約を学童保育に活かす　　（そこが知り
たい学童保育ブックレットシリーズ 4）

安部 芳絵／著 高文研

31 小松美羽 小松 美羽／著 求龍堂

32 これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール 梅田 泰宏／著 フォレスト出版

33 コレラ、クロロホルム、医の科学
ピーター・ヴィンテン=ヨ
ハンセン／ほか著

メディカル・サイエンス・
インターナショナル

34 コロナ後の世界を生きる　　（岩波新書 新赤版 1840） 村上 陽一郎／編 岩波書店

35 最後の湯田マタギ 黒田 勝雄／著 藤原書店

36 時間 エヴァ・ホフマン／[著] みすず書房

37 漆黒の異境　　（角川文庫 わ12-2 暗殺者メギド [2]） 渡辺 裕之／[著] 角川書店

38 実務担当者のための逐条解説公文書管理法・施行令
公文書管理研究会／
編集

ぎょうせい

39 社会保険の実務相談　令和2年度
全国社会保険労務士
会連合会／編

中央経済社

40 障害マストゴーオン! 福本 千夏／著 イースト・プレス

41 商武の絆　　（双葉文庫 ち-01-42 おれは一万石 [14]） 千野 隆司／著 双葉社

42 新フォーチュン・クエスト　2-11　　（電撃文庫 3674） 深沢 美潮／[著] KADOKAWA

43 新解釈現代語訳法華経 石原 慎太郎／著 幻冬舎

44 人類5000年史　3　　（ちくま新書 1287-3） 出口 治明／著 筑摩書房

45 すべて忘れてしまうから 燃え殻／著 扶桑社

46 成長企業はなぜ、OKRを使うのか?
ピョートル・フェリクス・
グジバチ／著

ソシム

47 漱石の「こころ」を原文で読む　後編 夏目 金之助／原著 清水書院

48 大分断　　（PHP新書 1229 世界の知性シリーズ）
エマニュエル・トッド／
著

PHP研究所

49 堕天の魔人　　（角川文庫 わ12-3 暗殺者メギド [3]） 渡辺 裕之／[著] 角川書店

50
つくりながら学ぶ!Pythonによる因果分析　　（Compass
Data Science）

小川 雄太郎／著 マイナビ出版
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51 帝銀事件と日本の秘密戦 山田 朗／著 新日本出版社

52 東京、コロナ禍。 初沢 亜利／写真 柏書房

53
遠い面影　　（双葉文庫 と-12-60 はぐれ長屋の用心棒
49）

鳥羽 亮／著 双葉社

54 トレイルブレイザー マーク・ベニオフ／著 東洋経済新報社

55 濁り鮒　　（双葉文庫 さ-26-36 照れ降れ長屋風聞帖 8） 坂岡 真／著 双葉社

56 21世紀SF1000　PART2　　（ハヤカワ文庫 JA 1414） 大森 望／著 早川書房

57 年間労働判例命令要旨集　2020年版 労務行政研究所／編 労務行政

58 ノモンハン秘史 辻 政信／著 毎日ワンズ

59 パーキングエリア　　（ハヤカワ・ミステリ文庫 HM 479-1）
テイラー・アダムス／
著

早川書房

60
はじめてでも作れるみんなの紙バンド雑貨　vol.4　　（レ
ディブティックシリーズ 4982）

ブティック社

61 発火点　　（創元推理文庫 Mホ16-1） C.J.ボックス／著 東京創元社

62 果てなき護り　上　　（創元SF文庫 SFラ6-1）
デイヴィッド・ラミレス／
著

東京創元社

63 果てなき護り　下　　（創元SF文庫 SFラ6-2）
デイヴィッド・ラミレス／
著

東京創元社

64 パンフルートになった木 巣山 ひろみ／文 少年写真新聞社

65 火の柱　上　　（扶桑社ミステリー フ44-1） ケン・フォレット／著 扶桑社

66 火の柱　中　　（扶桑社ミステリー フ44-2） ケン・フォレット／著 扶桑社

67 火の柱　下　　（扶桑社ミステリー フ44-3） ケン・フォレット／著 扶桑社

68 ビジネス心理学大全 榎本 博明／著
日経BP日本経済
新聞出版本部

69 白夜の警官　　（小学館文庫 ヨ1-3） ラグナル・ヨナソン／著 小学館

70 ヒロシのソロキャンプ ヒロシ／著 学研プラス

71 不屈　　（ヤマケイ文庫） 北上 次郎／編 山と溪谷社

72 ブルシット・ジョブ
デヴィッド・グレーバー
／[著]

岩波書店

73 文化的進化論
ロナルド・イングルハー
ト／著

勁草書房

74
ほろにがいカラダ　　（集英社文庫 と11-10 桜ハウス
[3]）

藤堂 志津子／著 集英社

75 ホワイトラビット　　（新潮文庫 い-69-12） 伊坂 幸太郎／著 新潮社
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76 無職本 太田 靖久／[ほか]著 水窓出版

77
免疫力を強くする、疲れない体のつくり方
（MAGAZINE HOUSE MOOK Dr.クロワッサン）

マガジンハウス

78 モロトフ・カクテルをガンディーと マーク・ボイル／著 ころから

79 闇の縁者　　（角川文庫 わ12-14 シックスコイン [4]） 渡辺 裕之／[著] 角川書店

80 闇の大陸　　（角川文庫 わ12-13 シックスコイン [3]） 渡辺 裕之／[著] 角川書店

81 闇の魔弾　　（角川文庫 わ12-16 シックスコイン [6]） 渡辺 裕之／[著] KADOKAWA

82 夜は歌う　　（韓国文学セレクション） キム ヨンス／著 新泉社

83
離婚しそうな私が結婚を続けている29の理由　　（幻冬
舎文庫 あ-57-4）

アルテイシア／[著] 幻冬舎

84 錬金術師の密室　　（ハヤカワ文庫 JA 1419） 紺野 天龍／著 早川書房

85 労働基準法の実務相談　令和2年度
全国社会保険労務士
会連合会／編

中央経済社

86 労働保険の実務相談　令和2年度
全国社会保険労務士
会連合会／編

中央経済社

87 ロレンスになれなかった男 小倉 孝保／著 KADOKAWA

88 わたしのお人形　　（集英社オレンジ文庫 せ3-4） 瀬川 貴次／著 集英社
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