
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2021年4月21日注文） 85件

№ 書名 著者名 出版社

1 赤いナデシコ アンナ・ラーツィス／著 水声社

2 麻ひものバッグとポーチとときどき雑貨 青木 恵理子／著
文化学園文化出
版局

3 アメリカ人が驚く日本法 樋口 範雄／著 商事法務

4
一枚裁ちのゆったりきれいな手ぬい服　　（レディブティッ
クシリーズ 8104）

高橋 恵美子／著 ブティック社

5 いのちを味わう 馬路 泰藏／著 風媒社

6 エレン・イン・シェイドリンランド
エレン・シェイドリン／
著

青幻舎

7 恐れのない組織
エイミー・C.エドモンドソ
ン／著

英治出版

8 鉤十字の夜
キャサリン・バーデキン
／著

水声社

9 カフェで流れるギター・ソロ曲集　Vol.2　　（CDで覚える） 田嶌 道生／編 ドレミ楽譜出版社

10 体とココロが喜ぶごほうび漢方 田中 友也／著 主婦の友社

11 管理職のためのハラスメント予防&対応ブック 向井 蘭／著 ダイヤモンド社

12 記憶翻訳者 いつか光になる　　（創元SF文庫 SFも1-1） 門田 充宏／著 東京創元社

13
CADを使って機械や木工や製品の図面をかきたい人の
ためのJw_cad 8製図入門

Obra Club／著 エクスナレッジ

14 件　　（講談社文庫 た109-5） 田中 啓文／[著] 講談社

15
くらしのための料理学　　（教養・文化シリーズ NHK出版
学びのきほん）

土井 善晴／著 NHK出版

16 クラシック名曲「酷評」事典　上
ニコラス・スロニムス
キー／編

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

17 クラシック名曲「酷評」事典　下
ニコラス・スロニムス
キー／編

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

18 経営者のための経営するオフィス 河口 英二／著 ファーストプレス

19 芸術家と医師たちの世紀末ウィーン 古川 真宏／[著] みすず書房

20
継争　　（徳間文庫 う9-60 徳間時代小説文庫 禁裏付雅
帳 12）

上田 秀人／著 徳間書店

21 幸運は死者に味方する　　（創元推理文庫 Mス17-1）
スティーヴン・スポッツ
ウッド／著

東京創元社

22 心が震えるか、否か。 香川 真司／著 幻冬舎

23
古来稀なる大目付　　（二見時代小説文庫 ふ2-23 まむ
しの末裔 1）

藤 水名子／著 二見書房

24
これならわかる!脳神経外科の看護ケア　　（ナースのた
めの基礎BOOK）

横浜新都市脳神経外
科病院／監修・執筆

ナツメ社

25 最終人類　上　　（ハヤカワ文庫 SF 2320） ザック・ジョーダン／著 早川書房
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26 最終人類　下　　（ハヤカワ文庫 SF 2321） ザック・ジョーダン／著 早川書房

27
櫻子さんの足下には死体が埋まっている　[17]　　（角川
文庫 お68-17）

太田 紫織／[著] KADOKAWA

28 殺人記念日　　（ハヤカワ・ミステリ文庫 HM 485-1）
サマンサ・ダウニング
／著

早川書房

29 幸せな会社の作り方 本田 幸大／著 扶桑社

30 GPUを支える技術　　（WEB+DB PRESS plusシリーズ） Hisa Ando／著 技術評論社

31 時代の異端者たち 青木 理／著 河出書房新社

32 児童文学の中の家 深井 せつ子／著 エクスナレッジ

33
自分をまるごと愛する7つのルール　　（小学館新書
397）

下重 暁子／著 小学館

34 自由になるための技術リベラルアーツ 山口 周／著 講談社

35 周縁に目を凝らす　　（広島市立大学国際学部叢書 11）
広島市立大学国際学部多
文化共生プログラム／編 彩流社

36 女性たちの保守運動 鈴木 彩加／著 人文書院

37 真のバリュー投資のための企業価値分析 柳下 裕紀／著
金融財政事情研
究会

38 人工知能のアーキテクトたち MARTIN FORD／著
オライリー・ジャパ
ン

39
数字を入れるだけ!資金繰りの不安がなくなる最高の方
法

近藤 学／著 スタンダーズ

40 スパイスカレー自由自在 水野 仁輔／著 大和書房

41 生命科学的思考 高橋 祥子／著 ニューズピックス

42
脊柱管狭窄症自力で克服!腰の名医が教える最新1分体
操大全

文響社

43 DIE WITH ZERO ビル・パーキンス／著 ダイヤモンド社

44 対人援助職のための精神医学講座 西園マーハ文／著 誠信書房

45 タブレット純のムードコーラス聖地純礼 タブレット純／著 山中企画

46 ドイツの自然療法　　（平凡社新書 969） 森 貴史／著 平凡社

47 統計外事態　　（ハヤカワ文庫 JA 1470） 芝村 裕吏／著 早川書房

48 土葬の村　　（講談社現代新書 2606） 高橋 繁行／著 講談社

49 二・二六事件を読み直す 堀 真清／[著] みすず書房

50 ねぐせきょうだい 加賀城 匡貴／絵・文 中西出版
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51 バイバイバブリー　　（文春文庫 あ23-27） 阿川 佐和子／著 文藝春秋

52 白鳥とコウモリ 東野 圭吾／著 幻冬舎

53 はじめてでもかわいく作れるかぎ針編みのバッグと小物 リトルバード／編 西東社

54 バスクの修道女日々の献立 丸山 久美／著 グラフィック社

55 初詣で　　（文春文庫 さ63-201 照降町四季 1） 佐伯 泰英／著 文藝春秋

56 ひっそり暮らし なち／著 大和書房

57 非日常の謎　　（講談社タイガ フC-03） 芦沢 央／著 講談社

58 ひまつぶ刺しゅう 上田 歩武／著 オークラ出版

59 評伝朝鮮総督府官吏・吉田正廣とその時代 坂根 嘉弘／著 清文堂出版

60 ファミコン発売中止ゲーム図鑑　　（ゲームラボ選書） 鯨武 長之介／著 三才ブックス

61 ファンベースなひとたち 佐藤 尚之／著 日経BP

62 不可視都市　　（星海社FICTIONS タ2-01） 高島 雄哉／著 星海社

63 ぶらっとヒマラヤ 藤原 章生／著 毎日新聞出版

64 「平成」の天皇と現代史 渡辺 治／著 旬報社

65 変貌する日本の安全保障 半田 滋／著 弓立社

66 ボクは再生数、ボクは死 石川 博品／著 KADOKAWA

67 本好きの下剋上　第5部[5] 香月 美夜／著 TOブックス

68 メイジアン・カンパニー　2　　（電撃文庫 3769） 佐島 勤／[著] KADOKAWA

69 もう死んでいる十二人の女たちと　　（エクス・リブリス） パク ソルメ／著 白水社

70 野外毒本　　（ヤマケイ文庫） 羽根田 治／著 山と溪谷社

71
やさしくわかるアーユルヴェーダの教科書　　（マイナビ
文庫 117）

西川 眞知子／著 マイナビ出版

72 山田方谷伝　上 宇田川 敬介／著 振学出版

73 山田方谷伝　下 宇田川 敬介／著 振学出版

74 世の中、ウソばっかり!　　（PHP文庫 た115-1） 竹内 久美子／著 PHP研究所

75 夜の水平線 津川 絵理子／著 ふらんす堂
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76 ライフピボット　　（できるビジネス） 黒田 悠介／著 インプレス

77 ランナウェイ　　（小学館文庫 コ3-2）
ハーラン・コーベン／
著

小学館

78 リーガルマインド租税法 増田 英敏／著 成文堂

79 「利他」とは何か　　（集英社新書 1058） 伊藤 亜紗／編 集英社

80 リニア中央新幹線をめぐって 山本 義隆／[著] みすず書房

81
レディ・ジャスティスの裁き　　（ヴィレッジブックス F-ロ3-
52 イヴ&ローク 50）

J.D.ロブ／著 ヴィレッジブックス

82 ロード・ジム　　（河出文庫 コ9-1）
ジョゼフ・コンラッド／
著

河出書房新社

83 6600万年の革命　　（創元SF文庫 SFワ3-6） ピーター・ワッツ／著 東京創元社

84 私はスカーレット　4　　（小学館文庫 は5-10） 林 真理子／著 小学館

85 ワンダーレシピ 添田 浩／著 工作舎
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