
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2020年9月9日注文）60件

№ 書名 著者名 出版社

1 アール・デコの邸宅美術館　2 イセ文化財団／著
新潮社図書編集
室

2 揚げて炙ってわかるコンピュータのしくみ 秋田 純一／著 技術評論社

3 いのちはのちのいのちへ 稲葉 俊郎／著 KTC中央出版

4 移民がつくった街サンパウロ東洋街 根川 幸男／著 東京大学出版会

5 喪われた少女　　（小学館文庫 ヨ1-5） ラグナル・ヨナソン／著 小学館

6 英雄なんかどこにもいない
チャールズ・ブコウス
キー／著

青土社

7 ATMのトリセツ
日本ATM株式会社／
編著

金融財政事情研
究会

8 押井守の映画50年50本 押井 守／著 立東舎

9 女の答えはピッチにある キム ホンビ／著 白水社

10 女総督コーデリア　　（創元SF文庫 SFヒ1-22）
ロイス・マクマスター・
ビジョルド／著

東京創元社

11 科学哲学へのいざない 佐藤 直樹／著 青土社

12 危機の正体　　（朝日新書 780） 佐藤 優／著 朝日新聞出版

13 機巧のイヴ　[3]　　（新潮文庫 い-130-3） 乾 緑郎／著 新潮社

14 行政法総論　上 藤田 宙靖／著 青林書院

15 行政法総論　下 藤田 宙靖／著 青林書院

16 銀座アルプス　　（角川ソフィア文庫 L117-2） 寺田 寅彦／[著] KADOKAWA

17 水晶宮の死神　　（Victorian Horror Adventures 3） 田中 芳樹／著 東京創元社

18
クロスステッチで作るフランスのかわいいピンクッション
ビスコーニュ

日本ヴォーグ社

19 芸人とコメディアンと 高田 文夫／文 二見書房

20 決済サービスとキャッシュレス社会の本質 宮居 雅宣／著
金融財政事情研
究会

21 潔癖刑事 仮面の哄笑　　（講談社文庫 か146-2） 梶永 正史／[著] 講談社

22 言語の起源
ダニエル・L.エヴェレッ
ト／著

白揚社

23
三分間の空隙　上　　（ハヤカワ・ミステリ文庫 HM 439-
9）

アンデシュ・ルースル
ンド／著

早川書房

24
三分間の空隙　下　　（ハヤカワ・ミステリ文庫 HM 439-
10）

アンデシュ・ルースル
ンド／著

早川書房

25 実践ロボット制御 細田 耕／著 オーム社
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26 首都圏パンデミック　　（幻冬舎文庫 お-57-1） 大原 省吾／[著] 幻冬舎

27 障害児通所支援ハンドブック
全国児童発達支援協
議会／監修

エンパワメント研究
所

28 水族館ガール　7　　（実業之日本社文庫 も4-7） 木宮 条太郎／著 実業之日本社

29 性からよむ江戸時代　　（岩波新書 新赤版 1844） 沢山 美果子／著 岩波書店

30 ソーシャルワーカーになりたい 芦沢 茂喜／著 生活書院

31 ソフトウェア・ファースト 及川 卓也／著 日経BP

32 大正昭和レトロチラシ 橋爪 節也／著 青幻舎

33 タイル建築探訪 酒井 一光／著 青幻舎

34 食べ歩くインド　北・東編 小林 真樹／著 旅行人

35 食べ歩くインド　南・西編 小林 真樹／著 旅行人

36 短編ミステリの二百年　2　　（創元推理文庫 Mン7-2）
チャンドラー／[ほか]
著

東京創元社

37 短編ミステリの二百年　3　　（創元推理文庫 Mン7-3） マクロイ／[ほか]著 東京創元社

38 ついに見えたブラックホール 谷口 義明／著 丸善出版

39 翼を羽ばたかせて 田村 明子／著 双葉社

40 展開図　　（コスモス叢書 第1174篇） 小島 なお／著 柊書房

41 電話をしてるふり バイク川崎バイク／著 ヨシモトブックス

42 時計仕掛けの歪んだ罠　　（小学館文庫 タ1-1） アルネ・ダール／著 小学館

43 どっちが殺す?　　（竹書房文庫 あ11-1） M.J.アーリッジ／著 竹書房

44 ナインフォックスの覚醒　　（創元SF文庫 SFリ2-1） ユーン・ハ・リー／著 東京創元社

45 脳科学捜査官真田夏希　[6]　　（角川文庫 な66-6） 鳴神 響一／[著] KADOKAWA

46 浜松デザインパートナーズ　2020 DORP実行委員会／編 DORP実行委員会

47 遙かに届くきみの聲　　（双葉文庫 お-41-01） 大橋 崇行／著 双葉社

48 光と苔のテラリウム 川本 毅／著 日本文芸社

49 樋口愉美子●季節のステッチ 樋口 愉美子／著
文化学園文化出
版局

50 美術展の不都合な真実　　（新潮新書 861） 古賀 太／著 新潮社
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51 舞台技術の共通基礎
劇場等演出空間運用
基準協議会／[編]

劇場等演出空間
運用基準協議会

52 平成農業技術史 八木 宏典／監修
農文協プロダク
ション

53 へんぶつ侍、江戸を走る 亀泉 きょう／著 小学館

54 毎日持ちたい帆布のバッグ 吉本 典子／著 日本ヴォーグ社

55 マンモスの帰還と蘇る絶滅動物たち
トーリル・コーンフェル
ト／著

エイアンドエフ

56 宮本武蔵超越のもののふ 竹本 忠雄／著 勉誠出版

57
みんなに話したくなる感染症のはなし　　（14歳の世渡り
術）

仲野 徹／著 河出書房新社

58 向島・箱屋の新吉　　（角川文庫 時-こ18-19） 小杉 健治／[著] KADOKAWA

59 りゅうおうのおしごと!　13　　（GA文庫 し-04-32） 白鳥 士郎／著 SBクリエイティブ

60 労働法 荒木 尚志／著 有斐閣
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