
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2021年1月6日注文）77件

№ 書名 著者名 出版社

1 If the World Were a Village David J.Smith／著 Kids Can Press

2
Judy Moody and the Right Royal Tea Party　　（Judy
Moody 14）

Megan McDonald／著 Candlewick Press

3 Judy Moody Gets Famous!　　（Judy Moody 2） Megan McDonald／著 Candlewick Press

4 The Green Toenails Gang　　（Olivia Sharp）
Marjorie Weinman
Sharmat／著

A Yearling Book

5 The Pizza Monster　　（Olivia Sharp）
Marjorie Weinman
Sharmat／著

A Yearling Book

6
The Princess of the Fillmore Street School　　（Olivia
Sharp）

Marjorie Weinman
Sharmat／著

A Yearling Book

7 阿修羅草紙 武内 涼／著 新潮社

8 あぶない法哲学　　（講談社現代新書 2571） 住吉 雅美／著 講談社

9
Amazon Web Services基礎からのネットワーク&サー
バー構築

大澤 文孝／著 日経BP

10 いちばん大事な生き方は、伊勢神宮が教えてくれる 吉川 竜実／著 サンマーク出版

11 移動貧困社会からの脱却 楠田 悦子／編著 時事通信出版局

12 いまこそ「社会主義」　　（朝日新書 794） 池上 彰／著 朝日新聞出版

13
インフォデミック　　（中公文庫 え21-5 巡査長真行寺弘
道 [5]）

榎本 憲男／著 中央公論新社

14 噓吹きネットワーク　　（わたしたちの本棚） 久米 絵美里／著 PHP研究所

15 #おうちでsio 鳥羽 周作／著 小学館

16 大人かわいい飾り切り ほりえ さちこ／著 主婦の友社

17 オン・ザ・カム・アップ　　（海外文学コレクション 7） アンジー・トーマス／作 岩崎書店

18 鏡の中のアメリカ 先崎 彰容／著 亜紀書房

19 彼女のスマホがつながらない 志駕 晃／著 小学館

20
完・祈りの彫刻 リーメンシュナイダーと同時代の作家た
ち

福田 緑／著・撮影 丸善プラネット

21 看護師長のための病棟経営超入門 工藤 潤／編集 メヂカルフレンド社

22 漢字は生きている 笹原 宏之／著 東京新聞

23 頑張りすぎずに、気楽に キム スヒョン／著 ワニブックス

24 脚本家坂元裕二 坂元 裕二／[著] ギャンビット

25 金城次郎壺屋時代作品集 金城 次郎／[作] 国書刊行会
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26 苦海・浄土・日本　　（集英社新書 1040） 田中 優子／著 集英社

27 工夫の連続 元木 大輔／著 晶文社

28 月経と犯罪 田中 ひかる／著 平凡社

29 健康禍
ペトル・シュクラバーネ
ク／著

生活の医療

30 恋するラジオ スージー鈴木／著 ブックマン社

31
高学年児童がなぜか言うことをきいてしまう教師の言葉
かけ

丸岡 慎弥／著 学陽書房

32 抗議するアートグラフィックス ジョー・リッポン／著 グラフィック社

33 航空自衛隊F-4ファントムⅡ　　（イカロスMOOK） イカロス出版

34 交渉上手 嵩原 安三郎／著 三笠書房

35
これからのDX<デジタルトランスフォーメーション>　　（未
来IT図解）

内山 悟志／著
エムディエヌコーポ
レーション

36 サトウハチロー詩集 サトウ ハチロー／詩 童話屋

37 さよなら、男社会 尹 雄大／著 亜紀書房

38
3年後、確実にクラシック・ピアノが弾ける練習法　ベートーヴェ
ン編　　（リットーミュージック・ムック PIANO STYLE）

赤松 林太郎／著 リットーミュージック

39 詩歌の待ち伏せ　　（ちくま文庫 き24-9） 北村 薫／著 筑摩書房

40 社会福祉法人会計のすべて 中村 厚／著 ぎょうせい

41
JavaScriptモダンプログラミング完全ガイド　　（impress
top gear）

Cay S.Horstmann／著 インプレス

42 ジュビロ磐田の通訳が教える超実践的英語勉強法 ジョージ赤阪／著 アルク

43 数学の力 小山 信也／著 日経サイエンス

44 0メートルの旅 岡田 悠／著 ダイヤモンド社

45 禅マインドビギナーズ・マインド　[1]　　（サンガ新書 055） 鈴木 俊隆／著 サンガ

46 戦争と弾圧 纐纈 厚／著 新日本出版社

47 WHOをゆく 尾身 茂／著 医学書院

48 抽象の力 岡崎 乾二郎／著 亜紀書房

49 町村「自治」と明治国家　　（山川歴史モノグラフ 35） 中西 啓太／著 山川出版社

50 デジタルマーケティングの定石 垣内 勇威／著 日本実業出版社
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51 東大出てもバカはバカ 豊田 有恒／著 飛鳥新社

52 中谷宇吉郎　　（はじめて読む科学者の伝記） 清水 洋美／文 汐文社

53 なぜ貧しい国はなくならないのか 大塚 啓二郎／著
日本経済新聞出
版社

54 謎ときパズル　　（だいわ文庫 412-1F） 北村 良子／著 大和書房

55 2025年を制覇する破壊的企業　　（SB新書 525） 山本 康正／著 SBクリエイティブ

56 ニッポン巡礼　　（集英社新書 ヴィジュアル版 045V） アレックス・カー／著 集英社

57
日本推理作家協会賞受賞作家傑作短編集　10　　（双葉
文庫 す-11-10）

双葉社

58
脳寿命を延ばす 認知症にならない18の方法　　（文春新
書 1293）

新井 平伊／著 文藝春秋

59 野良犬の値段 百田 尚樹／著 幻冬舎

60 袴田事件の謎 浜田 寿美男／著 岩波書店

61 東シナ海開戦　2　　（C・NOVELS 34-131） 大石 英司／著 中央公論新社

62 表紙はうたう 和田 誠／著・装幀 文藝春秋

63
広島平和記念資料館は問いかける　　（岩波新書 新赤
版 1861）

志賀 賢治／著 岩波書店

64 フィンセント・ファン・ゴッホひまわり
小林 晶子／執筆・編
集

求龍堂

65 不寛容論　　（新潮選書） 森本 あんり／著 新潮社

66 部長って何だ!　　（講談社現代新書 2593） 丹羽 宇一郎／著 講談社

67 仏像の秘密を読む　　（角川ソフィア文庫 H129-1） 山崎 隆之／[著] KADOKAWA

68 文明の交差点の地政学
アフメト・ダウトオウル
／著

書肆心水

69 放課後探偵団　2　　（創元推理文庫 Mん6-2） 青崎 有吾／著 東京創元社

70 法哲学はこんなに面白い 森村 進／著 信山社出版

71 木曜日　　（現代短歌クラシックス 05） 盛田 志保子／著 書肆侃侃房

72 誘拐リフレイン　　（角川文庫 う14-12） 歌野 晶午／[著] KADOKAWA

73 ランジェリー・イン・シネマ 山崎 まどか／著 blueprint

74 料理と利他　　（MSLive!BOOKS） 土井 善晴／著 ミシマ社

75 ルーパートのいた夏 ヒラリー・マッカイ／作 徳間書店
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76 別ればなしTOKYO2020 LiLy／著 幻冬舎

77 忘れじのK　　（集英社オレンジ文庫 つ1-13） 辻村 七子／著 集英社

4/4


