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№ 書名 著者名 出版社

1 愛をばらまけ 上村 真也／著 筑摩書房

2 蒼海館の殺人　　（講談社タイガ アI-02） 阿津川 辰海／著 講談社

3
アガサ・レーズンの探偵事務所　　（コージーブックス ビ
1-15 英国ちいさな村の謎 15）

M.C.ビートン／著 原書房

4 あかるい水になるように 岬 多可子／著 書肆山田

5 頭の中の昏い唄　　（竹書房文庫 い5-1） 生島 治郎／著 竹書房

6 アルカリ色のくも 佐藤 通雅／編著 NHK出版

7 アンジェラ・デイヴィスの教え
アンジェラ・デイヴィス
／著

河出書房新社

8 イダジョ!　研修医編　　（ハルキ文庫 と8-2） 史夏 ゆみ／著 角川春樹事務所

9 いちばんやさしいDXの教本 亀田 重幸／著 インプレス

10 医療保険制度の再構築 西沢 和彦／著
慶應義塾大学出
版会

11 イルカも泳ぐわい。 加納 愛子／著 筑摩書房

12 裏世界ピクニック　6　　（ハヤカワ文庫 JA 1476） 宮澤 伊織／著 早川書房

13 絵で見る統計 ミレイア・トリウス／文 あすなろ書房

14 AI時代に生きる数学力の鍛え方 芳沢 光雄／著 東洋経済新報社

15 AWSではじめるインフラ構築入門 中垣 健志／著 翔泳社

16 大相撲と鉄道　　（交通新聞社新書 150） 木村 銀治郎／著 交通新聞社

17 オールドレンズはバベルの塔　　（Cameraholics select） 澤村 徹／著 ホビージャパン

18 鬼の御伽　　（ⅡⅤ） 板倉 俊之／著 ドワンゴ

19
おぼろ舟　　（光文社文庫 ふ17-10 光文社時代小説文
庫 隅田川御用帳 5）

藤原 緋沙子／著 光文社

20
俺の妹がこんなに可愛いわけがない　16　　（電撃文庫
3766）

伏見 つかさ／[著] KADOKAWA

21 科学哲学からのメッセージ 松王 政浩／著 森北出版

22 覚醒するシスターフッド サラ・カリー／著 河出書房新社

23 かすがい食堂　　（小学館文庫 か50-2） 伽古屋 圭市／著 小学館

24
風の渓　　（徳間文庫 ひ24-7 南アルプス山岳救助隊K-
9）

樋口 明雄／著 徳間書店

25 葛藤する刑事たち　　（朝日文庫 む15-1） 松本 清張／著 朝日新聞出版

1/6



蔵書へのご提案 購入資料一覧（2021年4月7日注文） 137件

№ 書名 著者名 出版社

26
カラー図解アメリカ版新・大学生物学の教科書　第1巻
（ブルーバックス B-2163）

D.サダヴァ／[ほか]著 講談社

27 患者と家族に寄りそう在宅医療日記　続 大井 通正／著 文理閣

28 気がつけば地獄 岡部 えつ／著 KADOKAWA

29 企業不正の調査報告書を読む 安岡 孝司／著 日経BP

30 キノの旅　23　　（電撃文庫 3713） 時雨沢 恵一／[著] KADOKAWA

31 共有不動産の紛争解決の実務 三平 聡史／著 民事法研究会

32
銀魂 帰ってきた3年Z組銀八先生フェニックス　　（JUMP
J BOOKS）

空知 英秋／[原]著 集英社

33
銀魂 帰ってきた3年Z組銀八先生フォーエバー
（JUMP J BOOKS）

空知 英秋／[原]著 集英社

34
銀魂 帰ってきた3年Z組銀八先生もっとリターンズ
（JUMP J BOOKS）

空知 英秋／[原]著 集英社

35 グラウンドを駆けるモーツァルト 千葉 聡／著
角川文化振興財
団

36 CLIP STUDIO PAINT PRO公式ガイドブック セルシス／監修
エムディエヌコーポ
レーション

37 ケアするのは誰か?
ジョアン・C.トロント／
著

白澤社

38 結婚のためなら死んでもいい　　（新潮文庫 み-66-1） 南 綾子／著 新潮社

39 結盟　　（角川文庫 時-う24-16 高家表裏譚 3） 上田 秀人／[著] KADOKAWA

40 健康な歯とあごをつくろう 岡田 弥生／著
ヒポ・サイエンス出
版

41 原発時代の終焉 小森 敦司／著 緑風出版

42 甲辞園
ベースボール・マガジ
ン社／編

ベースボール・マ
ガジン社

43 コーヒーについてぼくと詩が語ること 小山 伸二／著 書肆梓

44 ここじゃない世界に行きたかった 塩谷 舞／著 文藝春秋

45 <こころ>とアーティフィシャル・マインド 河合 俊雄／著 創元社

46 こども地政学 船橋 洋一／監修 カンゼン

47 災害女性学をつくる 浅野 富美枝／編著 生活思想社

48 最新企業会計と法人税申告調整の実務　令和2年度版
日本公認会計士協会
東京会／編

第一法規

49 作家になりたい!　8　　（講談社青い鳥文庫 Eこ3-58） 小林 深雪／作 講談社

50 作家になりたい!　9　　（講談社青い鳥文庫 Eこ3-59） 小林 深雪／作 講談社
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51 ジー先生の場の量子論　基礎編 Anthony Zee／[著] 丸善出版

52 JR機関車年鑑　2020-2021　　（イカロスMOOK） イカロス出版

53 自在化身体論 稲見 昌彦／著 エヌ・ティー・エス

54 獅子座、A型、丙午。 鈴木 保奈美／著 中央公論新社

55 しぜんのおくりもの
イザベル・シムレール
／文・絵

岩波書店

56
十手長屋物語　3　　（ハルキ文庫 さ20-10 時代小説文
庫）

坂岡 真／著 角川春樹事務所

57 終身刑の女　　（小学館文庫 ク8-1）
レイチェル・クシュナー
／著

小学館

58 詳細!SwiftUI iPhoneアプリ開発入門ノート　2020 大重 美幸／著 ソーテック社

59 小藩大名の家臣団と陣屋町　1 米田 藤博／著 クレス出版

60 小藩大名の家臣団と陣屋町　2 米田 藤博／著 クレス出版

61 小藩大名の家臣団と陣屋町　3 米田 藤博／著 クレス出版

62 小藩大名の家臣団と陣屋町　4 米田 藤博／著 クレス出版

63 女子校礼讃　　（中公新書ラクレ 705） 辛酸 なめ子／著 中央公論新社

64 知られざる拓北農兵隊の記録 鵜澤 希伊子／編著 高文研

65 シリコンバレー最大の捏造スキャンダル全真相
ジョン・キャリールー／
著

集英社

66 自立力を磨く 藤村 靖之／著 而立書房

67 仕訳処理ハンドブック 仰星監査法人／編著 清文社

68 新型コロナウイルス ナースたちの現場レポート
日本看護協会出版会
編集部／編

日本看護協会出
版会

69 人事評価の会計学 太田 康広／編著 中央経済社

70 人生、何を成したかよりどう生きるか 内村 鑑三／著 文響社

71 推古天皇　　（ミネルヴァ日本評伝選） 義江 明子／著 ミネルヴァ書房

72 ストレス社会で「考えなくていいこと」リスト 井上 智介／著 KADOKAWA

73 特務(スペシャル・デューティー)
リチャード・J.サミュエ
ルズ／著

日経BP日本経済
新聞出版本部

74 政治と報道　　（扶桑社新書 372） 上西 充子／著 扶桑社

75 <責任>の生成 國分 功一郎／著 新曜社
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76 千一夜物語　4 西尾 哲夫／訳 岩波書店

77 千一夜物語　5 西尾 哲夫／訳 岩波書店

78 千一夜物語　6 西尾 哲夫／訳 岩波書店

79 前線 犬養 楓／著 書肆侃侃房

80
線路上の殺意　　（双葉文庫 て-04-01 鉄道ミステリ傑作
選 昭和国鉄編）

鮎川 哲也／著 双葉社

81 卒業したら教室で　　（創元推理文庫 Mに1-8） 似鳥 鶏／著 東京創元社

82 そのとき、「お金」で歴史が動いた ホン チュヌク／著 文響社

83 大借金男・百間と漱石センセイ 小森 陽一／著 新日本出版社

84
立つ鳥の舞　　（ハルキ文庫 い24-8 時代小説文庫 くら
まし屋稼業 7）

今村 翔吾／著 角川春樹事務所

85 血の代償　　（オッドアイ [8]） 渡辺 裕之／著 中央公論新社

86 知覚力を磨く 神田 房枝／著 ダイヤモンド社

87 知識ゼロからはじめるPhotoshopの教科書
ソシムデザイン編集部
／著

ソシム

88
父の海　　（光文社文庫 お54-4 光文社時代小説文庫
若鷹武芸帖 [4]）

岡本 さとる／著 光文社

89 中国戦線、ある日本人兵士の日記 小林 太郎／著 新日本出版社

90 妻は忘れない　　（新潮文庫 や-83-1） 矢樹 純／著 新潮社

91 テノウチ、ムネノウチ 川崎 晶平／著 双葉社

92 デカメロン2020 内田 洋子／企画・訳 方丈社

93
鉄の絆　　（光文社文庫 お54-8 光文社時代小説文庫
若鷹武芸帖 [7]）

岡本 さとる／著 光文社

94
天使たちの紅い影　　（ノン・ノベル 1051 魔界都市ブ
ルース）

菊地 秀行／著 祥伝社

95 ドーナツやさんはじめました 関根 知未／作・絵 教育画劇

96 都市と星　　（ハヤカワ文庫 SF 1724）
アーサー・C.クラーク／
著

早川書房

97 トロイア戦争
エリック・H.クライン／
著

白水社

98 7時間で英語が突然ハッキリ聞こえて会話が続く本 デイヴィ・ラウ／著 ダイヤモンド社

99
二刀を継ぐ者　　（光文社文庫 お54-5 光文社時代小説
文庫 若鷹武芸帖 [5]）

岡本 さとる／著 光文社

100 ニューロダイバーシティの教科書 村中 直人／著 金子書房
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101 脳科学からみた「祈り」 中野 信子／著 潮出版社

102 HAVE A GOOD SAUNA! 岩田 リョウコ／著 いろは出版

103 はじめてのからだえほん 山田 真／監修
パイインターナショ
ナル

104 はたらく魔王さま!ハイスクールN!　　（電撃文庫 3223） 和ケ原 聡司／[著] KADOKAWA

105 発達を学ぶちいさな本 白石 正久／文・写真 クリエイツかもがわ

106 花束みたいな恋をした
坂元 裕二／原作・脚
本

リトルモア

107 東シナ海開戦　4　　（C・NOVELS 34-133） 大石 英司／著 中央公論新社

108 被差別部落認識の歴史　　（岩波現代文庫 学術 430） 黒川 みどり／著 岩波書店

109 1つの定理を証明する99の方法
フィリップ・オーディン
グ／[著]

森北出版

110 百鬼園先生 佐藤 聖／編 中央公論新社

111
貧乏お嬢さまの危ない新婚旅行　　（コージーブックス ボ
1-13 英国王妃の事件ファイル 13）

リース・ボウエン／著 原書房

112 ファシズムへの偏流　上 竹岡 敬温／著 国書刊行会

113 ファシズムへの偏流　下 竹岡 敬温／著 国書刊行会

114
ブラック企業に勤めております。　[2]　　（集英社オレンジ
文庫 か1-4）

要 はる／著 集英社

115
ブラック企業に勤めております。　[3]　　（集英社オレンジ
文庫 か1-5）

要 はる／著 集英社

116 プレッシャーを味方にするメンタルトレーニング 高妻 容一／著 岩崎書店

117 兵士の碑 森田 敏彦／著 清風堂書店

118 報復の密室 平野 俊彦／著 講談社

119 ぼくの鎌倉散歩 田村 隆一／著 港の人

120 母性の抑圧と抵抗 元橋 利恵／著 晃洋書房

121 未来を実装する 馬田 隆明／著 英治出版

122 無敵の殿様　[10]　　（コスミック・時代文庫 は6-40） 早見 俊／著 コスミック出版

123 「メカニクス」の科学論 佐藤 文隆／著 青土社

124 燃える川　　（ハヤカワ文庫 NV 1476） ピーター・ヘラー／著 早川書房

125 もしかしたら コビ・ヤマダ／さく
パイインターナショ
ナル
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126 森永卓郎の「マイクロ農業」のすすめ 森永 卓郎／著
農山漁村文化協
会

127 櫓太鼓がきこえる 鈴村 ふみ／著 集英社

128
やってみなきゃ　　（集英社文庫 の9-4 歴史時代 よろず
相談屋繁盛記 [4]）

野口 卓／著 集英社

129
ヤバイ親友は知っている　　（講談社青い鳥文庫 Eす4-
32 探偵チームKZスケッチブック）

藤本 ひとみ／原作 講談社

130 野蛮の言説　　（春陽堂ライブラリー 002） 中村 隆之／著 春陽堂書店

131 誘発　　（二見文庫 コ5-35 ザ・ミステリ・コレクション）
キャサリン・コールター
／著

二見書房

132 LIFE SCIENCE 吉森 保／著 日経BP

133 リープフロッグ　　（文春新書 1292） 野口 悠紀雄／著 文藝春秋

134 りすとかえるとかぜのうた うえだ まこと／作 BL出版

135 るるぶ地図でよくわかる47都道府県の歴史大百科 JTBパブリッシング

136 歴史のじかん 山崎 怜奈／著 幻冬舎

137 わたしが鳥になる日
サンディ・スターク‐マ
ギニス／作

小学館
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