
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2020年11月25日注文）72件

№ 書名 著者名 出版社

1 石の肺　　（岩波現代文庫 文芸 327） 佐伯 一麦／著 岩波書店

2 異世界の名探偵　1　　（レジェンドノベルス エクステンド） 片里 鷗／著 講談社

3 異世界の名探偵　2　　（レジェンドノベルス エクステンド） 片里 鷗／著 講談社

4 「依存症」から立ち直るための本
大阪府立病院機構大阪精
神医療センター／編

幻冬舎メディアコン
サルティング

5 一杯のおいしい紅茶　　（中公文庫 オ3-1）
ジョージ・オーウェル／
著

中央公論新社

6 いのり　　（国際版絵本）
まつむら まさこ／絵
詩

至光社

7 言わなければよかったのに日記　　（中公文庫 ふ2-8） 深沢 七郎／著 中央公論新社

8 鵜頭川村事件　　（文春文庫 く41-1） 櫛木 理宇／著 文藝春秋

9 宇宙の隠れた形を解き明かした数学者
シン=トゥン・ヤウ／
[著]

日本評論社

10 海をあげる 上間 陽子／著 筑摩書房

11 江戸幕府の感染症対策　　（集英社新書 1038） 安藤 優一郎／著 集英社

12
大みそかに、じかんがじゃんけん大会?　　（創作絵本シ
リーズ）

北島 多江子／[作]
みらいパブリッシン
グ

13 おそろしくへんなローリー はらふう／絵
みらいパブリッシン
グ

14 女同士の絆 平林 美都子／編著 彩流社

15
改正民法対応!自治体職員のためのすぐに使える契約
書式解説集

法曹有資格者自治体法
務研究会／編著

第一法規

16 襲大鳳　下　　（祥伝社文庫 い27-12 羽州ぼろ鳶組 11） 今村 翔吾／著 祥伝社

17 仮想空間シフト　　（MdN新書 010） 尾原 和啓／著
エムディエヌコーポ
レーション

18 <家父長制>は無敵じゃない
シンシア・エンロー／
著

岩波書店

19 きのうのオレンジ 藤岡 陽子／著 集英社

20 君たちは,数学で何を学ぶべきか 長岡 亮介／著 日本評論社

21 今日もぼっちです。 賽助／著 ホーム社

22 こどもせいかつ百科 講談社／編 講談社

23 最初のテロリスト カラコーゾフ
クラウディア・ヴァー
ホーヴェン／著

筑摩書房

24
サイバー・ショーグン・レボリューション　　（新☆ハヤカ
ワ・SF・シリーズ 5049）

ピーター・トライアス／
著

早川書房

25
殺人事件が起きたので謎解き配信してみました　　（宝
島社文庫 Cこ-22-2 このミス大賞）

越尾 圭／著 宝島社
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蔵書へのご提案 購入資料一覧（2020年11月25日注文）72件

№ 書名 著者名 出版社

26 砂漠が街に入りこんだ日 グカ・ハン／著 リトルモア

27 鯖断ち　　（双葉文庫 さ-26-39 はぐれ又兵衛例繰控 2） 坂岡 真／著 双葉社

28 さよなら、エンペラー 暖 あやこ／[著] 新潮社

29 しくじり家族 五十嵐 大／著
CCCメディアハウ
ス

30 実況・比較西洋建築史講義 中谷 礼仁／著 インスクリプト

31 白い土地 三浦 英之／著
集英社クリエイティ
ブ

32
新型コロナはアートをどう変えるか　　（光文社新書
1094）

宮津 大輔／著 光文社

33 水都東京　　（ちくま新書 1520） 陣内 秀信／著 筑摩書房

34 砂戦争　　（角川新書 K-338） 石 弘之／[著] KADOKAWA

35 世界でいちばん素敵な宇宙の教室
多摩六都科学館天文
グループ／監修

三才ブックス

36 世界でいちばん素敵なお城の教室 加藤 理文／監修 三才ブックス

37 善と悪のパラドックス
リチャード・ランガム／
著

NTT出版

38
戦後文学のみた<高度成長>　　（歴史文化ライブラリー
511）

伊藤 正直／著 吉川弘文館

39 大学とオリンピック1912-2020　　（中公新書ラクレ 704） 小林 哲夫／著 中央公論新社

40 棚からつぶ貝 イモト アヤコ／著 文藝春秋

41 たのしい知識　　（朝日新書 782） 高橋 源一郎／著 朝日新聞出版

42 地球の生きものたち
デイヴィッド・アッテン
ボロー／著

早川書房

43 中東政治入門　　（ちくま新書 1514） 末近 浩太／著 筑摩書房

44 長州ファイブ　　（集英社新書 1039） 桜井 俊彰／著 集英社

45 デジタルテクノロジーと国際政治の力学 塩野 誠／著 ニューズピックス

46 哲学はこう使う 堀越 耀介／著 実業之日本社

47 ナリ検 市川 寛／著 日本評論社

48 二十四節気のお味噌汁 山田 奈美／著 WAVE出版

49 日本医療保険制度史 吉原 健二／著 東洋経済新報社

50 人間<改良>の倫理学 マッティ・ハユリュ／著 ナカニシヤ出版
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蔵書へのご提案 購入資料一覧（2020年11月25日注文）72件

№ 書名 著者名 出版社

51 猫のお告げは樹の下で　　（宝島社文庫 Cあ-23-2） 青山 美智子／著 宝島社

52 野村克也からの手紙 野村 克也／著
ベースボール・マ
ガジン社

53 ハーブと薬味のごちそうレシピ 若井 めぐみ／著 三空出版

54 はじめてのクロッシェ meetang／著 学研プラス

55 被災地から学ぶかぞくの防災
日本アムウェイ財団／
著

徳間書店

56 人は話し方が9割 永松 茂久／著 すばる舎

57 ひと目でわかる発達 渡辺 弥生／編著 福村出版

58 文豪宮本武蔵　　（実業之日本社文庫 た6-5） 田中 啓文／著 実業之日本社

59
平成・令和食ブーム総ざらい　　（インターナショナル新
書 059）

阿古 真理／著
集英社インターナ
ショナル

60 変動する大学入試 伊藤 実歩子／編著 大修館書店

61
ほろほろおぼろ豆腐　　（ハルキ文庫 さ19-11 時代小説
文庫 居酒屋ぜんや [9]）

坂井 希久子／著 角川春樹事務所

62 「本をつくる」という仕事　　（ちくま文庫 い100-1） 稲泉 連／著 筑摩書房

63 祭火小夜の再会　　（角川ホラー文庫 あ7-2） 秋竹 サラダ／[著] KADOKAWA

64 マルチリンガルになるための“英語”最速マスター術 坪田 充史／著 合同フォレスト

65 マンスキー データ分析と意思決定理論
チャールズ・マンス
キー／著

ダイヤモンド社

66 未来の学校 石井 英真／著 日本標準

67 紫の雲　　（ナイトランド叢書 3-4） M.P.シール／著 アトリエサード

68
谷中びんづめカフェ竹善　3　　（集英社オレンジ文庫 た
3-4）

竹岡 葉月／著 集英社

69 許すチカラ 金子 恵美／著 集英社

70 ラファエロ　　（中公新書 2614） 深田 麻里亜／著 中央公論新社

71 レイラの最後の10分38秒 エリフ・シャファク／著 早川書房

72
私の頭の中まで入ってきた泥棒　　（CUON韓国文学の
名作 002）

呉 圭原／著 クオン
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