
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2021年5月19日注文） 83件

№ 書名 著者名 出版社

1 IT超初心者のためのedumap活用スピードガイド 新井 紀子／編著 近代科学社

2 あいりおーのお店みたいなパンレシピ　　（TJ MOOK） あいりおー／[著] 宝島社

3
足軽小頭仁義　　（双葉文庫 い-56-03 三河雑兵心得
[3]）

井原 忠政／著 双葉社

4 あたらしい暮らしを作る。 竹村 真奈／編著 翔泳社

5 あなたはなぜ誤解されるのか　　（新潮新書 891） 竹内 一郎／著 新潮社

6 一生使えるレシピ 中村 奈津子／著 KADOKAWA

7 インナーアース　　（集英社文庫 こ36-8） 小森 陽一／著 集英社

8 うまく描くの禁止
さいとう なおき／著・カ
バーイラスト

パイインターナショ
ナル

9 占い日本茶カフェ「迷い猫」　　（PHP文芸文庫 し12-1） 標野 凪／著 PHP研究所

10 AI・兵器・戦争の未来
ルイス・A.デルモンテ
／著

東洋経済新報社

11 NPO・NGOの世界　　（放送大学教材） 大橋 正明／編著
放送大学教育振
興会

12
おいしい診療所の魔法の処方箋(レシピ)　[1]　　（双葉文
庫 ふ-30-01）

藤山 素心／著 双葉社

13
おいしい診療所の魔法の処方箋(レシピ)　2　　（双葉文
庫 ふ-30-02）

藤山 素心／著 双葉社

14 おしゃべりな人見知り　　（syunkon日記） 山本 ゆり／著 扶桑社

15 オトナ女子のクロッシェスタイル Little Lion／著
文化学園文化出
版局

16 科学資本のパラダイムシフト　　（知の新書 002 scientia） 矢野 雅文／[著]
文化科学高等研
究院出版局

17 学園キノ　7　　（電撃文庫 3786） 時雨沢 恵一／[著] KADOKAWA

18 火車の残花 神永 学／著 集英社

19 仮面の陰に　　（ルリユール叢書）
ルイザ・メイ・オルコット
／著

幻戯書房

20 家老の忠義　　（歴史文化ライブラリー 519） 林 千寿／著 吉川弘文館

21 韓国 延 恩株／著 論創社

22
緩和ケア医から、ひとりで死ぬのだって大丈夫　　（朝日
文庫 お86-1）

奥野 滋子／著 朝日新聞出版

23 岸惠子自伝 岸 惠子／著 岩波書店

24 季節を家につれてくる 森下 美津子／著
京都新聞出版セン
ター

25 己丑の大火　　（文春文庫 さ63-202 照降町四季 2） 佐伯 泰英／著 文藝春秋
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26 きみは噓つき　　（ハルキ文庫 あ29-1） 彩瀬 まる／著 角川春樹事務所

27 90日間で変わる画力向上講座 ダテ ナオト／著 マイナビ出版

28 教養としてのAI講義
メラニー・ミッチェル／
著

日経BP

29 銀河食堂の夜　　（幻冬舎文庫 さ-8-12） さだ まさし／[著] 幻冬舎

30 クイックポーズデッサン エリン・ミーズ／著 グラフィック社

31 計算する生命 森田 真生／著 新潮社

32 賢者の孫　9　　（ファミ通文庫 よ2-1-9） 吉岡 剛／著 KADOKAWA

33 賢者の孫　10　　（ファミ通文庫 よ2-1-10） 吉岡 剛／著 KADOKAWA

34 賢者の孫　11　　（ファミ通文庫 よ2-1-11） 吉岡 剛／著 KADOKAWA

35 賢者の孫　12　　（ファミ通文庫 よ2-1-12） 吉岡 剛／著 KADOKAWA

36 賢者の孫　13　　（ファミ通文庫 よ2-1-13） 吉岡 剛／著 KADOKAWA

37 現代ロシアの軍事戦略　　（ちくま新書 1572） 小泉 悠／著 筑摩書房

38 こう見えて元タカラジェンヌです 天真 みちる／著 左右社

39 こういうことだったのか!!ECMO・PCPS 小尾口 邦彦／著 中外医学社

40
しあわせ大根　　（ハルキ文庫 な19-5 時代小説文庫 一
膳めし屋丸九 5）

中島 久枝／著 角川春樹事務所

41 沈みゆくアメリカ覇権　　（小学館新書 382） 中林 美恵子／著 小学館

42 実践IT監査ガイドブック 岩下 廣美／著 中央経済社

43 ショウリーグ　　（ハヤカワ文庫 JA 1475） 上田 裕介／著 早川書房

44 スイッチ 潮谷 験／著 講談社

45
ScanSnapプロ技BESTセレクション　　（今すぐ使えるかん
たんEx）

リンクアップ／著 技術評論社

46 鈴木梅子の詩と生涯 西田 朋／著
土曜美術社出版
販売

47 生態系減災Eco‐DRR 一ノ瀬 友博／編著
慶應義塾大学出
版会

48 “世界一わかりやすい”最新糖尿病対策 玉谷 実智夫／著 時事通信出版局

49 ZERO IMPACT 鉢嶺 登／著 日経BP

50 血の葬送曲　　（角川文庫 ク20-1） ベン クリード／[著] KADOKAWA
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51 地銀 構造不況からの脱出 高田 創／著 きんざい

52 地形と歴史から探る福岡　　（MdN新書 012） 石村 智／著
エムディエヌコーポ
レーション

53 朝鮮半島史　　（角川ソフィア文庫 I414-1） 姜 在彦／[著] KADOKAWA

54 帝国大学の朝鮮人 鄭 鍾賢／著
慶應義塾大学出
版会

55
哲学する日本　　（知の新書 101 SONDEOS 山本哲士著
作撰 1）

山本 哲士／[著]
文化科学高等研
究院出版局

56
天上天下赤江瀑アラベスク　1　　（創元推理文庫 Fあ2-
1）

赤江 瀑／著 東京創元社

57 問いの立て方　　（ちくま新書 1551） 宮野 公樹／著 筑摩書房

58 東京裏返し　　（集英社新書 1033） 吉見 俊哉／著 集英社

59 ドラマスタイリストという仕事 西 ゆり子／著 光文社

60 砦番仁義　　（双葉文庫 い-56-05 三河雑兵心得 5） 井原 忠政／著 双葉社

61 なぜ戦争をえがくのか 大川 史織／編著 みずき書林

62 ナチス絵画の謎 前田 良三／[著] みすず書房

63 ニッポンのおじさん 鈴木 涼美／著 KADOKAWA

64 ニッポン 未完の民主主義　　（中公新書ラクレ 725） 池上 彰／著 中央公論新社

65 日本におけるメチル水銀中毒事件研究　2020 水俣病研究会／編 弦書房

66 Python数値計算プログラミング 幸谷 智紀／著 講談社

67 はじめてのモネ　　（色彩飛行） 中川 真貴／著 求龍堂

68
旗指足軽仁義　　（双葉文庫 い-56-02 三河雑兵心得
[2]）

井原 忠政／著 双葉社

69 花嫁殺し　　（ハーパーBOOKS M・モ5・1） カルメン・モラ／著
ハーパーコリンズ・
ジャパン

70 非正規公務員のリアル 上林 陽治／著 日本評論社

71 ヒップホップ・モンゴリア 島村 一平／著 青土社

72 百人一首　　（講談社現代新書 2612） 水原 紫苑／著 講談社

73 ファーウェイ強さの秘密 鄧 斌／著 日本実業出版社

74 福島第一原発事故10年の再検証 岩井 孝／著 あけび書房

75 不滅の子どもたち
クロエ・ベンジャミン／
著

集英社
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76 フランスの小さくて温かな暮らし365日 荻野 雅代／著 自由国民社

77 ブルデュー『ディスタンクシオン』講義 石井 洋二郎／著 藤原書店

78 香港映画100の情景 林 加奈子／著 言視舎

79
魔軍跳梁赤江瀑アラベスク　2　　（創元推理文庫 Fあ2-
2）

赤江 瀑／著 東京創元社

80 U　　（講談社現代新書 2598） 森 達也／著 講談社

81
弓組寄騎仁義　　（双葉文庫 い-56-04 三河雑兵心得
[4]）

井原 忠政／著 双葉社

82 乱歩とモダン東京　　（筑摩選書 0209） 藤井 淑禎／著 筑摩書房

83 ル・コルビュジエ-みずから語る生涯 ジャン・プティ／著
中央公論美術出
版
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