
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2020年10月14日注文）68件

№ 書名 著者名 出版社

1 アフターバブル 小幡 績／著 東洋経済新報社

2 アメリカの世紀と日本
ケネス・B.パイル／
[著]

みすず書房

3 暗号通貨クライシス　　（新潮文庫nex ふ-47-52） 福田 和代／著 新潮社

4
イエズス会がみた「日本国王」　　（歴史文化ライブラリー
508）

松本 和也／著 吉川弘文館

5 椅子クラフトはなぜ生き残るのか 坂井 素思／著 左右社

6 いまだ、おしまいの地 こだま／著 太田出版

7 ウォーシップ・ガール　　（創元SF文庫 SFハ20-2）
ガレス・L.パウエル／
著

東京創元社

8 ANA857便を奪還せよ 相原 秀起／著 柏艪舎

9 エスキスって何? 小川 真樹／著 彰国社

10 お孵り　　（角川ホラー文庫 た5-1） 滝川 さり／[著] KADOKAWA

11 お金の減らし方　　（SB新書 508） 森 博嗣／著 SBクリエイティブ

12 教えて、釈先生!子どものための仏教入門 釈 徹宗／著 講談社

13 女ともだち 早川 義夫／著 筑摩書房

14 角交換四間飛車戦記2008ー2019 安用寺 孝功／著 日本将棋連盟

15 彼女たちの事情　　（光文社文庫 に14-17） 新津 きよみ／著 光文社

16 神と罌粟　　（ハヤカワ文庫 NV 1467） ティム・ベイカー／著 早川書房

17
可憐に結ぶタティングレース　　（レディブティックシリー
ズ 4980）

Tiny Flowers*枝貴子
／[著]

ブティック社

18
気候大異変　　（別冊日経サイエンス SCIENTIFIC
AMERICAN 日本版 240）

日経サイエンス編集部
／編

日経サイエンス

19 君と漕ぐ　3　　（新潮文庫nex た-126-3） 武田 綾乃／著 新潮社

20 奇妙な星のおかしな街で 吉田 篤弘／著 春陽堂書店

21 教育委員会が本気出したらスゴかった。 佐藤 明彦／著 時事通信出版局

22 近代日本のジャズセンセーション 青木 学／著 青弓社

23
空白の家族　　（講談社文庫 と55-14 警視庁犯罪被害
者支援課 7）

堂場 瞬一／[著] 講談社

24 グッド・ドーター　上　　（ハーパーBOOKS M・ス2・15） カリン・スローター／著
ハーパーコリンズ・
ジャパン

25 グッド・ドーター　下　　（ハーパーBOOKS M・ス2・16） カリン・スローター／著
ハーパーコリンズ・
ジャパン
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26 九津見房子、声だけを残し 斎藤 恵子／[著] みすず書房

27 『こち亀』社会論 稲田 豊史／著 イースト・プレス

28 こわいきもちとちょっとのゆうき　　（創作絵本シリーズ） たかみや かなえ／さく
みらいパブリッシン
グ

29 ザイログZ80伝説 鈴木 哲哉／著 ラトルズ

30 365日北海道絶景の旅 いろは出版／編集 いろは出版

31 自転しながら公転する 山本 文緒／著 新潮社

32 じゃ、また世界のどこかで。 近藤 大真／著 KADOKAWA

33 社会人1年目の教科書 菅沼 勇基／[著]
クロスメディア・パ
ブリッシング

34 小説イタリア・ルネサンス　1　　（新潮文庫 し-12-21） 塩野 七生／著 新潮社

35 詳説自治体契約の実務 江原 勲／著 ぎょうせい

36
事例でわかる自治体のための組織で取り組むハードク
レーム対応

横山 雅文／著 第一法規

37 新幹線を運行する技術　　（SBビジュアル新書 0021） 梅原 淳／著 SBクリエイティブ

38 捨てられる銀行　4　　（講談社現代新書 2584） 橋本 卓典／著 講談社

39
すみっコぐらし紙バンドで作るかわいいバスケット　　（レ
ディブティックシリーズ 8029）

山本 めぐみ／[著] ブティック社

40 世界の「住所」の物語 ディアドラ・マスク／著 原書房

41
創約とある魔術の禁書目録(インデックス)　[1]　　（電撃
文庫 3613）

鎌池 和馬／[著] KADOKAWA

42
創約とある魔術の禁書目録(インデックス)　2　　（電撃文
庫 3663）

鎌池 和馬／[著] KADOKAWA

43 誰?　　（徳間文庫 あ49-2） 明野 照葉／著 徳間書店

44 地球にステイ! 四元 康祐／編 クオン

45 月は無慈悲な夜の女王　　（ハヤカワ文庫 SF 1748）
ロバート・A.ハインライ
ン／著

早川書房

46 月岡草飛の謎 松浦 寿輝／著 文藝春秋

47 ツレハナ亭の家飲みごはん　　（エイムック 4615） ツレヅレハナコ／[著] 枻出版社

48 哲学の誤配　　（ゲンロン叢書 007） 東 浩紀／著 ゲンロン

49 天国酒場 パリッコ／著 柏書房

50 伝説のアーケードゲームを支えた技術 松浦 健一郎／著 技術評論社
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51 トゥクパをたべよう プラバ・ラム／ぶん
イマジネイション・
プラス

52 独学大全 読書猿／著 ダイヤモンド社

53 隣はシリアルキラー 中山 七里／著 集英社

54 ナッジで、人を動かす
キャス・サンスティーン
／著

NTT出版

55 人間の土地へ 小松 由佳／著
集英社インターナ
ショナル

56 始まりはジ・エンド　　（双葉文庫 に-03-07） 新津 きよみ／著 双葉社

57 働き方改革の世界史　　（ちくま新書 1517） 濱口 桂一郎／著 筑摩書房

58 反日種族主義との闘争 李 栄薫／編著 文藝春秋

59 人に寄り添う防災　　（集英社新書 1034） 片田 敏孝／著 集英社

60 フェリペ2世　　（世界史リブレット人 52） 立石 博高／著 山川出版社

61 文学で読む日本の歴史　近代的世界篇 五味 文彦／著 山川出版社

62 ポピュリズムという挑戦 水島 治郎／編 岩波書店

63 ミンネのかけら 冨原 眞弓／著 岩波書店

64 吉原美味草紙　　（ハヤカワ時代ミステリ文庫 JAジ7-1） 出水 千春／著 早川書房

65 リモートワーク・ビギナーズ テレサ・ダグラス／著 明石書店

66 留萌本線、最後の事件　　（ハヤカワ文庫 JA 1430） 山本 巧次／著 早川書房

67 労働経済 清家 篤／著 東洋経済新報社

68
若殿八方破れ　1　　（小学館文庫 Jす01-7 小学館時代
小説文庫）

鈴木 英治／著 小学館

3/3


