
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2020年10月7日注文）68件

№ 書名 著者名 出版社

1 アヴェスタ 野田 恵剛／訳 国書刊行会

2
秋冬美しい大人の編みもの　　（レディブティックシリーズ
8016）

ブティック社

3 アルヒのシンギュラリティ 河邉 徹／著 クラーケンラボ

4 生命(いのち)を見つめて 山崎 薫／著 毎日新聞出版

5 英文法には「意味」がある
デイヴィッド・クリスタル
／著

大修館書店

6 閻魔堂沙羅の推理奇譚　[7]　　（講談社タイガ キB-07） 木元 哉多／著 講談社

7 お直し処猫庵　[1]　　（富士見L文庫 あ-10-2-1） 尼野 ゆたか／[著] KADOKAWA

8
俺の妹がこんなに可愛いわけがない　15　　（電撃文庫
3690）

伏見 つかさ／[著] KADOKAWA

9 カール・シュミット　　（中公新書 2597） 蔭山 宏／著 中央公論新社

10 襲大鳳　上　　（祥伝社文庫 い27-11 羽州ぼろ鳶組 10） 今村 翔吾／著 祥伝社

11 がん外科医の本音　　（SB新書 480） 中山 祐次郎／著 SBクリエイティブ

12
がんになった緩和ケア医が語る「残り2年」の生き方、考
え方

関本 剛／著 宝島社

13 勘違い　　（宝島社文庫 Cね-1-1 このミス大賞） 猫森 夏希／著 宝島社

14 機能性消化管疾患診療ガイドライン　2020
日本消化器病学会／
編集

南江堂

15 911代理店　　（ハルキ文庫 わ4-1） 渡辺 裕之／著 角川春樹事務所

16
京都烏丸のいつもの焼き菓子　　（富士見L文庫 こ-3-2-
1）

古池 ねじ／[著] KADOKAWA

17
斬るは主命　　（二見時代小説文庫 あ3-1 奥小姓裏始
末 1）

青田 圭一／著 二見書房

18 金田一耕助語辞典 木魚庵／文 誠文堂新光社

19 経済学を知らずに医療ができるか!? 康永 秀生／著 金芳堂

20 検証ブラックアウト 北海道新聞社／編 北海道新聞社

21 高学歴エリート女はダメですか 山口 真由／著 幻冬舎

22
焦茶色のナイトガウン　　（光文社文庫 あ1-184 [杉原爽
香シリーズ] [33]）

赤川 次郎／著 光文社

23 COCOCORO大西哲也のドヤ飯 大西 哲也／著 大和書房

24 子づれシングルの社会学 神原 文子／著 晃洋書房

25 コロナ危機後の医療・社会保障改革 二木 立／著 勁草書房
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26 壊れた世界の者たちよ　　（ハーパーBOOKS M・ウ3・5） ドン・ウィンズロウ／著
ハーパーコリンズ・
ジャパン

27 366日映画の名言 品川 亮／選・文 三才ブックス

28 自転車道　vol.01　　（ヤエスメディアムック 641） 八重洲出版

29 自分の機嫌は「家事」でとる 主婦の友社／編 主婦の友社

30 ジュリアとバズーカ アンナ・カヴァン／著 文遊社

31 小説の神様　　（講談社タイガ アF-04） 相沢 沙呼／[ほか著] 講談社

32 西瓜とゲートル 桑原 茂夫／著 春陽堂書店

33 ずかんウイルス 武村 政春／監修 技術評論社

34 精選シーニュ　　（ちくま学芸文庫 メ1-4）
モーリス・メルロ=ポン
ティ／著

筑摩書房

35
対人援助の現場で使える聴く・伝える・共感する技術便
利帖

大谷 佳子／著 翔泳社

36 中世のジェントリと社会　　（世界史リブレット 105） 新井 由紀夫／著 山川出版社

37
趙治勲の囲碁手筋ハンドブック　　（囲碁人文庫シリー
ズ）

趙 治勲／著 マイナビ出版

38 長期政権のあと　　（祥伝社新書 608） 佐藤 優／[著] 祥伝社

39
定本災害ユートピア　　（亜紀書房翻訳ノンフィクション・
シリーズ 3-14）

レベッカ・ソルニット／
著

亜紀書房

40 デジタル化する世界と金融 中曽 宏／監修
金融財政事情研
究会

41 刀剣の歴史と思想 酒井 利信／著 日本武道館

42 東大卒、農家の右腕になる。 佐川 友彦／著 ダイヤモンド社

43 ドラゴン学総覧
ドゥガルド・A.スティー
ル／編集

今人舎

44 難民たちの日中戦争　　（歴史文化ライブラリー 509） 芳井 研一／著 吉川弘文館

45 日本SFの臨界点　怪奇篇　　（ハヤカワ文庫 JA 1441） 伴名 練／編 早川書房

46 日本SFの臨界点　恋愛篇　　（ハヤカワ文庫 JA 1440） 伴名 練／編 早川書房

47 日本のテレビ・ドキュメンタリー 丹羽 美之／著 東京大学出版会

48 信長空白の百三十日　　（文春新書 1277） 木下 昌輝／著 文藝春秋

49 吐き気　　（フィクションのエル・ドラード）
オラシオ・カステジャー
ノス・モヤ／著

水声社

50 橋本鷄二の百句 中村 雅樹／著 ふらんす堂
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51 判例生活保護 木下 秀雄／編 山吹書店

52
飛燕の簪　　（ハルキ文庫 ち2-7 時代小説文庫 神田職
人えにし譚 [1]）

知野 みさき／著 角川春樹事務所

53 人新世の「資本論」　　（集英社新書 1035） 斎藤 幸平／著 集英社

54 ひとり酒の時間イイネ!　　（だいわ文庫 411-1D） 東海林 さだお／著 大和書房

55
ふたたびの虹　　（光文社文庫 な43-4 光文社時代小説
文庫 日本橋牡丹堂菓子ばなし 3）

中島 久枝／著 光文社

56 プロパガンダ戦争　　（集英社新書 1037） 内藤 正典／著 集英社

57 文系もハマる数学　　（青春新書PLAY BOOKS P-1170） 横山 明日希／著 青春出版社

58 紛争類型別事実認定の考え方と実務 田中 豊／著 民事法研究会

59 ぼくの宝ばこ 少年アヤ／著 講談社

60 マックス・ウェーバー　　（中公新書 2594） 野口 雅弘／著 中央公論新社

61 未来への記録
関東弁護士会連合会
／編集

第一法規

62 ムッソリーニ　　（世界史リブレット人 88） 高橋 進／著 山川出版社

63 余生と厭世
アネ・カトリーネ・ボー
マン／著

早川書房

64 楽園の島と忘れられたジェノサイド 倉沢 愛子／著 千倉書房

65 ルパンの星　　（講談社文庫 よ38-10 LUPIN 4） 横関 大／[著] 講談社

66 レディ・ヴィクトリア　[5]　　（講談社タイガ シB-05） 篠田 真由美／著 講談社

67 浪人奉行　9ノ巻　　（双葉文庫 い-40-51） 稲葉 稔／著 双葉社

68 わたしの幸せな結婚　4　　（富士見L文庫 あ-17-1-4） 顎木 あくみ／[著] KADOKAWA
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