
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2021年2月10日注文）91件

№ 書名 著者名 出版社

1 アール・ブリュット湧き上がる衝動の芸術 小林 瑞恵／[編]著 大和書房

2
明るく、強く認知症とともに生きる　　（中公ムック 婦人公
論の本 vol.17）

中央公論新社

3 アクティベイター 冲方 丁／著 集英社

4
明日死んでもいいための44のレッスン　　（幻冬舎新書
し-10-5）

下重 暁子／著 幻冬舎

5
畏修羅(イソラ)　　（講談社タイガ ナB-08 よろず建物因
縁帳 [8]）

内藤 了／著 講談社

6 イダジョ!　完結編　　（ハルキ文庫 と8-3） 史夏 ゆみ／著 角川春樹事務所

7
ヴァレリー芸術と身体の哲学　　（講談社学術文庫
2645）

伊藤 亜紗／[著] 講談社

8 裏切り　　（角川文庫 時-ふ36-7 江戸の御庭番 7） 藤井 邦夫／[著] KADOKAWA

9 おいしい牛乳は草の色 中洞 正／著 春陽堂書店

10 大きな森の小さな家 ちば かおり／著 新紀元社

11 鍵和田秞子全句集 鍵和田 秞子／著 ふらんす堂

12
かっぽれ　　（集英社文庫 お83-4 歴史時代 寄席品川清
洲亭 4）

奥山 景布子／著 集英社

13 「仮住まい」と戦後日本 平山 洋介／著 青土社

14 企業不祥事と公益通報者保護 日野 勝吾／著 有信堂高文社

15 鬼哭の銃弾 深町 秋生／著 双葉社

16 霧にたたずむ花嫁　　（JOY NOVELS） 赤川 次郎／著 実業之日本社

17
口封じ　　（二見時代小説文庫 こ1-25 栄次郎江戸暦
25）

小杉 健治／著 二見書房

18 首一つ　　（角川文庫 時-ふ36-6 江戸の御庭番 6） 藤井 邦夫／[著] KADOKAWA

19 契約書リーガルチェックのポイント 秦 周平／編集 新日本法規出版

20 恋するアダム　　（CREST BOOKS）
イアン・マキューアン／
著

新潮社

21 公判前整理手続の実務 山崎 学／編 弘文堂

22 航路を守れ
ジョン・C.ボーグル／
著

幻戯書房

23 コールドウォー　　（小学館文庫 え8-4） 榎本 憲男／著 小学館

24 ゴシック文学神髄　　（ちくま文庫 ひ21-11） 東 雅夫／編 筑摩書房

25
骨董商アリステア・ゴドウィンの秘密　　（角川ホラー文庫
し5-3）

篠原 美季／[著] KADOKAWA
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26 孤独のキネマ 森田 健司／著 松柏社

27 災害特派員 三浦 英之／著 朝日新聞出版

28
埼玉「裏町メシ屋」街道旅　　（光文社知恵の森文庫 tか
9-2）

刈部山本／著 光文社

29
時効の果て　　（ハルキ文庫 と5-12 警視庁追跡捜査係
[10]）

堂場 瞬一／著 角川春樹事務所

30 樹海村　　（竹書房文庫 ひ2-3） 保坂 大輔／脚本 竹書房

31
巡査さんを惑わす映画　　（コージーブックス ボ2-5 英国
ひつじの村 5）

リース・ボウエン／著 原書房

32 障害者をめぐる法律相談ハンドブック 池原 毅和／編著 新日本法規出版

33 常識は凡人のもの　　（新潮文庫 ふ-12-19 管見妄語） 藤原 正彦／著 新潮社

34 少年探偵響　1　　（角川つばさ文庫 Aあ3-41） 秋木 真／作 KADOKAWA

35 少年探偵響　2　　（角川つばさ文庫 Aあ3-42） 秋木 真／作 KADOKAWA

36 少年探偵響　3　　（角川つばさ文庫 Aあ3-43） 秋木 真／作 KADOKAWA

37 少年探偵響　4　　（角川つばさ文庫 Aあ3-44） 秋木 真／作 KADOKAWA

38 少年探偵響　5　　（角川つばさ文庫 Aあ3-45） 秋木 真／作 KADOKAWA

39 少年探偵響　6　　（角川つばさ文庫 Aあ3-46） 秋木 真／作 KADOKAWA

40 少年探偵響　7　　（角川つばさ文庫 Aあ3-47） 秋木 真／作 KADOKAWA

41 人工知能が「生命」になるとき 三宅 陽一郎／著
PLANETS/第二次
惑星開発委員会

42 スーパーフードの図鑑ミニ　　（マイナビ文庫 113） 生活の木／監修 マイナビ出版

43
世界が海におおわれるまで　　（現代短歌クラシックス
04）

佐藤 弓生／著 書肆侃侃房

44 世界は善に満ちている　　（新潮選書） 山本 芳久／著 新潮社

45 世界一シンプルな増客マシーンの作り方
マーカス・シェリダン／
著

実業之日本社

46 絶体絶命文芸時評 佐々木 敦／著 書肆侃侃房

47 ゼロからできる自治体の財政分析 稲沢 克祐／著 学陽書房

48 ぜんしゅの跫(あしおと)　　（角川ホラー文庫 さ4-5） 澤村 伊智／[著] KADOKAWA

49
そうだったのか!仕組みがわかる・使える障害者福祉
（仕事がはかどるケアマネ術シリーズ 1）

小澤 温／監修 第一法規

50 そこに工場があるかぎり 小川 洋子／著 集英社
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51 ソロウクレレで奏でる至極のメロディー　ハワイアン編 山口 岩男／著・演奏 ヤマハミュージックエンタテインメン
トホールディングス出版部

52 代数幾何学入門 永井 保成／著 森北出版

53 ダブルエージェント明智光秀　　（幻冬舎文庫 は-35-1） 波多野 聖／[著] 幻冬舎

54 多様性を楽しむ生き方　　（小学館新書 388） ヤマザキ マリ／著 小学館

55 誰もが人を動かせる! 森岡 毅／著 日経BP

56 地球のことをおしえてあげる
ソフィー・ブラッコール
／作・絵

鈴木出版

57 地方自治体のリスク管理・危機管理 森 健／著 商事法務

58 中国vsアメリカ　　（河出新書 024） 橋爪 大三郎／著 河出書房新社

59 調子悪くてあたりまえ 近田 春夫／著 リトルモア

60 次の夜明けに　　（現代台湾文学選 1） 徐 嘉澤／著 書肆侃侃房

61
同一労働同一賃金を実現する職務分析・職務評価と賃
金の決め方

西村 聡／著 日本法令

62 東海えりかの編み込みニット 東海 えりか／[著] 日本ヴォーグ社

63 どうせなら歳は素敵に重ねたい
ミランダかあちゃん 輪
湖もなみ／著

ダイヤモンド社

64 内部通報制度の理論と実務
中央総合法律事務所
／編

商事法務

65 2030年
ピーター・ディアマン
ディス／著

ニューズピックス

66 日本の障害差別禁止法制 池原 毅和／著 信山社

67 猫町 土井 九郎／写真 かもがわ出版

68 鼠、十手を預かる 赤川 次郎／著 KADOKAWA

69 ノーマの発酵ガイド レネ・レゼピ／著 KADOKAWA

70 はぐれ忍び　　（角川文庫 時-ふ36-5 江戸の御庭番 5） 藤井 邦夫／[著] KADOKAWA

71 花咲舞が黙ってない　　（講談社文庫 い85-20） 池井戸 潤／[著] 講談社

72 批評王 佐々木 敦／著 工作舎

73 不可逆少年 五十嵐 律人／著 講談社

74 フシギ 真梨 幸子／著 KADOKAWA

75 豚こま100レシピ　　（ONE COOKING MOOK） 市瀬 悦子／著
ワン・パブリッシン
グ
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76
武闘派棋士・結城聡が教える囲碁戦いの考え方　　（囲
碁人ブックス）

結城 聡／著 マイナビ出版

77 法律版悪魔の辞典 大西 洋一／著 学陽書房

78 ポスターアート集 幻影
ローラン・デュリュー／
著

グラフィック社

79 ほねほねザウルス　14
カバヤ食品株式会社
／原案・監修

岩崎書店

80 ほねほねザウルス　15
カバヤ食品株式会社
／原案・監修

岩崎書店

81 ほねほねザウルス　16
カバヤ食品株式会社
／原案・監修

岩崎書店

82 ほねほねザウルス　17
カバヤ食品株式会社
／原案・監修

岩崎書店

83 ほねほねザウルス　18
カバヤ食品株式会社
／原案・監修

岩崎書店

84 松井冬子　　（別冊太陽） 八柳 サエ／監修 平凡社

85 ミクニッツ　大物編 三國 万里子／著
文化学園文化出
版局

86 ミクニッツ　小物編 三國 万里子／著
文化学園文化出
版局

87
冥府からの刺客　　（光文社文庫 ふ20-35 光文社時代
小説文庫 日暮左近事件帖 [9]）

藤井 邦夫／著 光文社

88 妄想する頭 思考する手 暦本 純一／編 祥伝社

89 林檎貫通式　　（現代短歌クラシックス 01） 飯田 有子／著 書肆侃侃房

90 レストランの新しいデザート 加藤 順一／[ほか著] 柴田書店

91 わたしたちが沈黙させられるいくつかの問い
レベッカ・ソルニット／
著

左右社
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