
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2020年4月22日注文）72件

№ 書名 著者名 出版社

1 IT時代の山岳遭難　　（ヤマケイ新書 YS047） 木元 康晴／著 山と溪谷社

2 上田藩　　（シリーズ藩物語） 青木 歳幸／著 現代書館

3
うちのカレー　　（ハルキ文庫 や11-9 食堂のおばちゃん
7）

山口 恵以子／著 角川春樹事務所

4 MMTとケインズ経済学 永濱 利廣／著
ビジネス教育出版
社

5 追いつめられる海　　（岩波科学ライブラリー 294） 井田 徹治／著 岩波書店

6 奥多摩 山、谷、峠、そして人 山田 哲哉／著 山と溪谷社

7 奥津典子の台所の学校 奥津 典子／著 WAVE出版

8 介護保険が危ない!　　（岩波ブックレット No.1024） 上野 千鶴子／編 岩波書店

9 鎌倉時代論 五味 文彦／著 吉川弘文館

10 刈谷藩　　（シリーズ藩物語） 舟久保 藍／著 現代書館

11 感染症と法の社会史 西迫 大祐／著 新曜社

12 消えゆくアラル海 石田 紀郎／著 藤原書店

13 Gift 井部 俊子／編集
日本看護協会出
版会

14 希望のゆくえ 寺地 はるな／著 新潮社

15
キャッシュレス時代の最速で1000万円貯まる方法　　（日
経ホームマガジン）

日経BP

16 グループホームの作り方 仲本 靜子／著 創風社

17 桑名藩　　（シリーズ藩物語） 郡 義武／著 現代書館

18 京成電鉄のすべて　　（鉄道まるわかり 009）
「旅と鉄道」編集部／
編

天夢人

19
子どもがスポーツをするときにこれだけは知っておきた
い10の本質

永井 洋一／著 徳間書店

20 小諸藩　　（シリーズ藩物語） 塩川 友衛／著 現代書館

21 佐渡金山 田中 志津／著
角川文化振興財
団

22 三国志　　（ワニブックス|PLUS|新書 289） 渡邉 義浩／著 ワニブックス

23 GDPを超える幸福の経済学
ジョセフ・E.スティグリッ
ツ／編著

明石書店

24 自然を前にした人間の哲学 神崎 忠昭／編
慶應義塾大学言
語文化研究所

25 知っておきたい和食の秘密 渡辺 望／著 勉誠出版
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№ 書名 著者名 出版社

26 社会福祉法人のための消費税課否判定と申告の手引 宮内 忍／著 第一法規

27 旬の彩り、和のごはん 横山 タカ子／著 清流出版

28 生老病死そして生 國森 康弘／写真・文
農山漁村文化協
会

29 女性がオフィスで輝くための12カ条
ジョアン・リップマン／
著

文藝春秋

30 図解コレ1枚でわかる最新ITトレンド 斎藤 昌義／著 技術評論社

31 ステレオタイプの科学
クロード・スティール／
著

英治出版

32 正義の天秤　　（角川文庫 た61-6） 大門 剛明／[著] KADOKAWA

33 清和天皇　　（人物叢書 新装版 通巻304） 神谷 正昌／著 吉川弘文館

34 ゼロからつくるビジネスモデル 井上 達彦／著 東洋経済新報社

35 1980年の松田聖子 石田 伸也／著 徳間書店

36 戦争を知る旅 三枝 妙子／写真・文
日本機関紙出版セ
ンター

37
草原の制覇　　（岩波新書 新赤版 1806 シリーズ中国の
歴史 3）

古松 崇志／著 岩波書店

38 大聖寺藩　　（シリーズ藩物語） 山口 隆治／著 現代書館

39 大地の古代史　　（歴史文化ライブラリー 493） 三谷 芳幸／著 吉川弘文館

40 中世の富と権力　　（歴史文化ライブラリー 497） 湯浅 治久／著 吉川弘文館

41 ツーカとゼーキン　　（インターナショナル新書 050） 明石 順平／著
集英社インターナ
ショナル

42 テクノロジー・バブル
ブレント・ゴールド
ファーブ／著

日経BP

43
テコナベーグルワークスのまいにち食べたいベーグルの
本

テコナベーグルワーク
ス／著

マイナビ出版

44 電気技術発展の秘話 矢田 恒二／著 オーム社

45
とろとろ卵がゆ　　（ハルキ文庫 さ19-10 時代小説文庫
居酒屋ぜんや [8]）

坂井 希久子／著 角川春樹事務所

46 二条良基　　（人物叢書 新装版 通巻302） 小川 剛生／著 吉川弘文館

47 日本経済の再構築 小黒 一正／著
日本経済新聞出
版社

48 日本再生の基軸 寺島 実郎／著 岩波書店

49 「日本」誕生 熊倉 浩靖／著 現代書館

50 日本の軍用気球　　（光人社NF文庫 さ1161） 佐山 二郎／著 潮書房光人新社
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51 幕末の志士渋沢栄一　　（MdN新書 005） 安藤 優一郎／著
エムディエヌコーポ
レーション

52 発掘写真で訪ねる港区・品川区古地図散歩 坂上 正一／著
フォト・パブリッシン
グ

53
花唄の頃へ　　（ハルキ文庫 い24-6 時代小説文庫 くら
まし屋稼業 6）

今村 翔吾／著 角川春樹事務所

54 春、死なん 紗倉 まな／著 講談社

55 光と虹と神話 高砂 淳二／著 山と溪谷社

56 病気のご利益　　（ポプラ新書 187） 横尾 忠則／著 ポプラ社

57 平均値の差の検定からの統計学入門 堤 裕之／著 ナカニシヤ出版

58 変貌する古事記・日本書紀　　（ちくま新書 1486） 及川 智早／著 筑摩書房

59
ぼくが見つけたいじめを克服する方法　　（光文社新書
1058）

岩田 健太郎／著 光文社

60 毎日が最後の晩餐 玉村 豊男／著 天夢人

61
魔王の子、鬼の娘　　（徳間文庫 に25-2 徳間時代小説
文庫）

仁木 英之／著 徳間書店

62 雅子さまの笑顔　　（幻冬舎新書 や-17-2） 矢部 万紀子／著 幻冬舎

63 松代藩　　（シリーズ藩物語） 田中 博文／著 現代書館

64 松本藩　　（シリーズ藩物語） 田中 薫／著 現代書館

65 魔法科高校の劣等生　31　　（電撃文庫 3633） 佐島 勤／[著] KADOKAWA

66 名画で味わうギリシャ神話の世界 有地 京子／著 大修館書店

67 「メイド・イン・イタリー」はなぜ強いのか? 安西 洋之／著 晶文社

68 野球と暴力 元永 知宏／著 イースト・プレス

69
よくわかる中小企業　　（やわらかアカデミズム・<わかる
>シリーズ）

関 智宏／編著 ミネルヴァ書房

70
ループ・ループ・ループ　　（宝島社文庫 Cき-6-2 このミ
ス大賞）

桐山 徹也／著 宝島社

71 レイシズム　　（講談社学術文庫 2570）
ルース・ベネディクト／
[著]

講談社

72 私の濹東綺譚　　（中公文庫 や1-4） 安岡 章太郎／著 中央公論新社
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