
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2020年4月8日注文）189件

№ 書名 著者名 出版社

1 ICT×日本語教育 當作 靖彦／監修 ひつじ書房

2 あいたくてききたくて旅にでる 小野 和子／執筆 PUMPQUAKES

3 明日はもっと面白くなるかもしれないじゃない? 我妻 マリ／著 幻冬舎

4 新しい世界を生きるためのサイバー社会用語集 一田 和樹／著 原書房

5 新しい地政学 北岡 伸一／編 東洋経済新報社

6 アドラーに学ぶ70歳からの人生の流儀 岩井 俊憲／著 毎日新聞出版

7 あの日に消えたエヴァ　　（小学館文庫 ム3-1）
レミギウシュ・ムルス／
著

小学館

8 アメリカのブラックアウト変遷史 David E.Nye／著 オーム社

9 石川ゆみの着るもの、袋もの 石川 ゆみ／著
文化学園文化出
版局

10 石牟礼道子全詩集 石牟礼 道子／著 石風社

11
医者が教える正しい病院のかかり方　　（幻冬舎新書 や
-19-1）

山本 健人／著 幻冬舎

12 犬鳴村　　（竹書房文庫 ひ2-2） 保坂 大輔／脚本 竹書房

13 いま、解読する戦後ジャーナリズム秘史 柴山 哲也／著 ミネルヴァ書房

14
今すぐ使えるかんたんWord & Excel完全(コンプリート)ガ
イドブック困った解決&便利技

AYURA／著 技術評論社

15 移民と日本社会　　（中公新書 2580） 永吉 希久子／著 中央公論新社

16 イランVSトランプ　　（ワニブックス|PLUS|新書 275） 高橋 和夫／著 ワニブックス

17 岩崎小彌太　　（PHP新書 1213） 武田 晴人／著 PHP研究所

18 ウイグル人
トルグン・アルマス／
著

集広舎

19 AI vs.民主主義　　（NHK出版新書 614） NHK取材班／著 NHK出版

20 江戸東京野菜の物語　　（平凡社新書 937） 大竹 道茂／著 平凡社

21 江戸の祭礼　　（角川選書 634） 岸川 雅範／著 KADOKAWA

22 エリザベス女王　　（中公新書 2578） 君塚 直隆／著 中央公論新社

23 エンジェル投資家とは何か　　（新潮新書 843） 小川 悠介／著 新潮社

24 大阪万博の戦後史 橋爪 紳也／著 創元社

25
御社の新規事業はなぜ失敗するのか?　　（光文社新書
1047）

田所 雅之／著 光文社
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26 女たちの中東ロジャヴァの革命
ミヒャエル・クナップ／
著

青土社

27 花王の経理パーソンになる 吉田 栄介／編著 中央経済社

28 隠れ家の女　　（集英社文庫 フ36-1）
ダン・フェスパーマン／
著

集英社

29 果実とパンの組み立て方 ナガタ ユイ／著 誠文堂新光社

30
風よ哭け　　（祥伝社文庫 ふ5-14 橋廻り同心・平七郎控
14）

藤原 緋沙子／著 祥伝社

31 カタストロフ前夜 関口 涼子／著 明石書店

32 カタリーナ・コード　　（小学館文庫 ホ2-1）
ヨルン・リーエル・ホル
スト／著

小学館

33 金足農業、燃ゆ 中村 計／著 文藝春秋

34 歌舞伎に女優がいた時代　　（中公新書ラクレ 680） 小谷野 敦／著 中央公論新社

35 神さまとぼく 梅沢 正邦／著 東洋経済新報社

36
紙バンドのハイカラなバッグ&雑貨　　（レディブティックシ
リーズ 4955）

ブティック社

37 神谷町オープンテラスのおもてなしお寺スイーツ12カ月 木原 祐健／著 河出書房新社

38 柄谷行人と韓国文学 ジョ ヨンイル／[著] インスクリプト

39 韓国現地からの報告　　（ちくま新書 1483） 伊東 順子／著 筑摩書房

40 鑑賞季語の時空　　（角川俳句コレクション） 高野 ムツオ／著
角川文化振興財
団

41 簡略オペラ史 岸 純信／著 八千代出版

42 逆転キッチン 池田 和寛／著
幻冬舎メディアコン
サルティング

43
キャサリンはどのように子供を産んだのか?　　（講談社タ
イガ モA-13 [WWシリーズ] [3]）

森 博嗣／著 講談社

44 99歳、現役です! 川上 二三子／著 太田出版

45 教皇たちのローマ 石鍋 真澄／著 平凡社

46 教養の書 戸田山 和久／著 筑摩書房

47 金曜日の川柳 樋口 由紀子／編著 左右社

48
薬も過ぎれば毒となる　　（宝島社文庫 Cと-1-7 このミス
大賞）

塔山 郁／著 宝島社

49 崩れゆく文民統制 纐纈 厚／著 緑風出版

50
穢れし絆のゲーム　　（ヴィレッジブックス F-ロ3-50 イヴ
&ローク 48）

J.D.ロブ／著 ヴィレッジブックス
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51 結婚してもしなくてもうるわしきかな人生 小林 久乃／著 ベストセラーズ

52 源氏物語　　（学びを深めるヒントシリーズ） 青島 麻子／編著 明治書院

53 幻想寝台車　　（講談社文庫 ほ39-13） 堀川 アサコ／[著] 講談社

54 幻想短編集　　（講談社文庫 ほ39-11） 堀川 アサコ／[著] 講談社

55 幻想と怪奇　1 牧原 勝志／編集 新紀元社

56 現着　　（徳間文庫 く15-9 警視庁心理捜査官 [5]） 黒崎 視音／著 徳間書店

57 甲賀忍者の真実 渡辺 俊経／著 サンライズ出版

58
鴻上尚史のごあいさつ1981-2019　　（ちくま文庫 こ38-
3）

鴻上 尚史／著 筑摩書房

59 コープス・ハント 下村 敦史／著 KADOKAWA

60 心と体を育てるおいしい食育ごはん　　（角川SSCムック） KADOKAWA

61 国会議員基礎テスト　　（小学館文庫 く6-8） 黒野 伸一／著 小学館

62 言葉の温度 イ ギジュ／著 光文社

63
コピーライターじゃなくても知っておきたい心をつかむ超
言葉術

阿部 広太郎／著 ダイヤモンド社

64
これより良い物件はございません!　　（宝島社文庫 Cみ-
10-1）

三沢 ケイ／著 宝島社

65 これからの大学 松村 圭一郎／著 春秋社

66 ザ・スコアラー　　（角川新書 K-302） 三井 康浩／[著] KADOKAWA

67 サーベイ・フィードバック入門 中原 淳／著 PHP研究所

68 斎藤氏四代　　（ミネルヴァ日本評伝選） 木下 聡／著 ミネルヴァ書房

69 才徳兼備のリーダーシップ 矢野 弘典／著 時事通信出版局

70 ザリガニの鳴くところ
ディーリア・オーエンズ
／著

早川書房

71 サルバルサン戦記　　（光文社新書 747） 岩田 健太郎／著 光文社

72 “シェアリング”のオフィス戦略 大西 紀男／著
日本経済新聞出
版社

73
J1&J2&J3選手名鑑　2020　　（NSK MOOK サッカーダイ
ジェスト）

サッカーダイジェスト／
責任編集

日本スポーツ企画
出版社

74 至高の十大指揮者　　（角川ソフィア文庫 F161-2） 中川 右介／[著] KADOKAWA

75 ジャズ・エイジは終わらない 宮脇 俊文／著 青土社
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76 習近平vs.中国人　　（新潮新書 852） 宮崎 紀秀／著 新潮社

77
就労移行支援・就労継続支援<A型・B型>事業所運営・
管理ハンドブック

高橋 悠／著 日本法令

78 障がい福祉事業の開業・手続き・運営のしかた 伊藤 誠／著 アニモ出版

79 上課記 王 小【ジ】／著 白水社

80 証言沖縄スパイ戦史　　（集英社新書 1011） 三上 智恵／著 集英社

81 食の歴史 ジャック・アタリ／著 プレジデント社

82 職員室のモノ、1t捨てたら残業へりました! 丸山 瞬／著 学陽書房

83 地雷を踏むな　　（新潮新書 840） 田中 優介／著 新潮社

84 知られざる兵団 帝国陸軍独立混成旅団史 藤井 非三四／著 国書刊行会

85 シン・ニホン 安宅 和人／著 ニューズピックス

86 人工培養された脳は「誰」なのか フィリップ・ボール／著 原書房

87 親王殿下のパティシエール　　（ハルキ文庫 し14-1） 篠原 悠希／著 角川春樹事務所

88 スーパー・ミーティング
スティーヴン・G.ロゲル
バーグ／著

サンマーク出版

89 スタジオジブリ100　　（ピアノソロ）
秋 敦子／[ほか]ピアノ
編曲

ヤマハミュージック
メディア

90 ストライキ2.0　　（集英社新書 1015） 今野 晴貴／著 集英社

91 スミス・マルクス・ケインズ
ウルリケ・ヘルマン／
[著]

みすず書房

92 政策実施の組織とガバナンス 伊藤 修一郎／著 東京大学出版会

93 生命の<系統樹>はからみあう
デイヴィッド・クォメン／
著

作品社

94 世界と繫がり合えるなら 羽田 光夏／著 読書日和

95 世界の刑務所を訪ねて　　（小学館新書 364） 田中 和徳／著 小学館

96 世界の名画との語らい　　（潮新書 031） 聖教新聞外信部／編 潮出版社

97 世界魔法道具の大図鑑 バッカラリオ／文 西村書店

98 世界一わかりやすいメイクの教科書 長井 かおり／著 講談社

99 <世界史>をいかに語るか 成田 龍一／編 岩波書店

100 世界史としての第一次世界大戦　　（宝島社新書 563） 飯倉 章／ほか著 宝島社

4/8



蔵書へのご提案 購入資料一覧（2020年4月8日注文）189件

№ 書名 著者名 出版社

101
世界史の針が巻き戻るとき　　（PHP新書 1215 世界の
知性シリーズ）

マルクス・ガブリエル／
著

PHP研究所

102
絶対城先輩の妖怪学講座　12　　（メディアワークス文庫
み6-18）

峰守 ひろかず／[著] KADOKAWA

103 <全村避難>を生きる 菅野 哲／著 言叢社

104 漱石とハーンが愛した熊本　　（熊日新書） 井上 智重／著 熊本日日新聞社

105 そらいろのてがみ　　（えほんのぼうけん 100）
ながしま ひろみ／さく・
え

岩崎書店

106 それを、真の名で呼ぶならば
レベッカ・ソルニット／
[著]

岩波書店

107 太陽にほえろ!伝説　　（ちくま文庫 お73-1） 岡田 晋吉／著 筑摩書房

108 高杉課長のコンサル手帖
ワイエムコンサルティ
ング株式会社／著

きんざい

109 旅の効用
ペール・アンデション／
著

草思社

110 「食べる」が変わる「食べる」を変える ビー・ウィルソン／著 原書房

111 小さな平屋。 エクスナレッジ

112 逐条解説障害者総合支援法
障害者福祉研究会／
編集

中央法規出版

113 チベット 渡辺 一枝／著 新日本出版社

114 地方公務員制度講義 猪野 積／著 第一法規

115 中国手仕事紀行 奥村 忍／著 青幻舎

116 チョウが語る自然史 福田 晴夫／著 南方新社

117 著作権とは何か　　（集英社新書 1016） 福井 健策／著 集英社

118
ツインソウル　　（宝島社文庫 Cさ-5-11 このミス大賞 行
動心理捜査官・楯岡絵麻 [8]）

佐藤 青南／著 宝島社

119 築地と豊洲 澤 章／著 都政新報社

120 できることならスティードで 加藤 シゲアキ／著 朝日新聞出版

121 鉄道のドイツ史　　（中公新書 2583） 【バン】澤 歩／著 中央公論新社

122
東京駅コンシェルジュの365日　　（交通新聞社新書
141）

渡辺 雅史／著 交通新聞社

123 どーする防災　地震・津波編　　（信山社ブックレット） 村中 洋介／著 信山社

124 どこか奇妙な恋物語　　（宝島社文庫 Cし-12-1） 晋藤 歌六／著 宝島社

125 特攻隊員の現実(リアル)　　（講談社現代新書 2557） 一ノ瀬 俊也／著 講談社
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126 ドラえもんを本気でつくる　　（PHP新書 1216） 大澤 正彦／著 PHP研究所

127 永く楽しむシャツ 福川 登紀子／著
文化学園文化出
版局

128
長崎新地中華街の薬屋カフェ　[2]　　（小学館文庫 Cえ
1-3 キャラブン!）

江本 マシメサ／著 小学館

129 なければ創ればいい! 鈴木 由夫／編著 クリエイツかもがわ

130 なぜ僕らは働くのか 池上 彰／監修 学研プラス

131 2050年世界人口大減少 ダリル・ブリッカー／著 文藝春秋

132 日中戦後外交秘史　　（新潮新書 855） 加藤 徹／著 新潮社

133 210日ぶりに帰ってきた奇跡のネコ　　（新潮新書 850） 藤原 博史／著 新潮社

134 日本中世への招待　　（朝日新書 749） 呉座 勇一／著 朝日新聞出版

135 日本のセーフティーネット格差 酒井 正／著
慶應義塾大学出
版会

136 日本型プラットフォームビジネス 小宮 昌人／著
日本経済新聞出
版社

137
日本人論の危険なあやまち　　（ディスカヴァー携書
217）

高野 陽太郎／[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

138 ニューロテクノロジー 茨木 拓也／著 技術評論社

139 楡の墓 浮穴 みみ／著 双葉社

140 人間としての哲学 ガエタノ・コンプリ／著 マガジンハウス

141 ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい 大前 粟生／著 河出書房新社

142 農業大国アメリカで広がる「小さな農業」 門田 一徳／著 家の光協会

143 ノースウッズ 大竹 英洋／著 クレヴィス

144 ハーフムーン街の殺人　　（小学館文庫 リ3-1） アレックス・リーヴ／著 小学館

145 敗者たちの中世争乱　　（歴史文化ライブラリー 495） 関 幸彦／著 吉川弘文館

146 博物館と文化財の危機 岩城 卓二／編 人文書院

147 覇権交代　8　　（C・NOVELS 34-127） 大石 英司／著 中央公論新社

148 橋爪節也の大阪百景 橋爪 節也／著 創元社

149 はじめてカメラ
東京新聞写真部／監
修

東京新聞

150 はじめての生米パン リト史織／著 光文社
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151 はじめてのやせ筋トレ とがわ 愛／著 KADOKAWA

152 働く大人のための「学び」の教科書 中原 淳／著 かんき出版

153 早川一光の「こんなはずじゃなかった」 早川 一光／[述] ミネルヴァ書房

154 美的収納プランナー草間雅子の美しい身じまい 草間 雅子／著 静岡新聞社

155 100歳まで元気でボケない食事術 堀江 ひろ子／著 主婦の友社

156 百年戦争　　（中公新書 2582） 佐藤 猛／著 中央公論新社

157 フェデラーの一瞬
デイヴィッド・フォス
ター・ウォレス／著

河出書房新社

158
プルーストから村上春樹へ　　（幻冬舎ルネッサンス新書
お-8-1）

岡本 正明／著
幻冬舎メディアコン
サルティング

159 PO守護神の槍　　（祥伝社文庫 ふ9-2） 深町 秋生／著 祥伝社

160 文豪たちの怪しい宴　　（創元推理文庫 Mく3-5） 鯨 統一郎／著 東京創元社

161 坊さん、ぼーっとする。 白川 密成／著 ミシマ社

162 飽食と崩食の社会学 橋本 直樹／著 筑波書房

163 暴落　上 アダム・トゥーズ／[著] みすず書房

164 暴落　下 アダム・トゥーズ／[著] みすず書房

165 ポール・ローマーと経済成長の謎
デヴィッド・ウォルシュ
／著

日経BP

166 僕と君の365日　　（ポプラ文庫ピュアフル Pゆ-1-1） 優衣羽／[著] ポプラ社

167
ホテルクラシカル猫番館　2　　（集英社オレンジ文庫 こ
2-10）

小湊 悠貴／著 集英社

168 骨が語る人類史
ブライアン・スウィーテ
ク／著

原書房

169 マイノリティーとしての村上春樹論 梅川 康輝／著 アメージング出版

170
マダム・チェリーの「人生が楽しくなるおしゃれ」　　（講談
社の実用BOOK）

マダム・チェリー／著 講談社

171 macOS Catalinaパーフェクトマニュアル 井村 克也／著 ソーテック社

172 漫画家入門 浅野 いにお／著 筑摩書房

173 湖の男　　（創元推理文庫 Mイ7-4）
アーナルデュル・インド
リダソン／著

東京創元社

174 みんなのKotlin 愛澤 萌／[ほか]著 技術評論社

175 「無言館」の庭から 窪島 誠一郎／著 かもがわ出版

7/8



蔵書へのご提案 購入資料一覧（2020年4月8日注文）189件

№ 書名 著者名 出版社

176 結ばれたロープ
ロジェ・フリゾン=ロッ
シュ／[著]

みすず書房

177
モーツァルトは「アマデウス」ではない　　（集英社新書
1009）

石井 宏／著 集英社

178 森光子 百歳の放浪記　　（中公新書ラクレ 681） 川良 浩和／著 中央公論新社

179 森沢カフェ　　（潮文庫 も-2） 森沢 明夫／著 潮出版社

180
ゆーママの“小分け冷凍おかず”を詰めるだけ!毎朝ラク
する冷凍作りおきのお弁当　　（FUSOSHA MOOK）

松本 有美／著 扶桑社

181
LaLaDress心踊るベビー服とこもの　　（レディブティック
シリーズ 4793）

鳥巣 彩子／[著] ブティック社

182 琉球王国は誰がつくったのか 吉成 直樹／著 七月社

183 レダの靴を履いて 尾崎 まゆみ／著 書肆侃侃房

184
ロマノフ王朝の秘宝を奪え!　上　　（扶桑社ミステリー カ
11-29）

クライブ・カッスラー／
著

扶桑社

185
ロマノフ王朝の秘宝を奪え!　下　　（扶桑社ミステリー カ
11-30）

クライブ・カッスラー／
著

扶桑社

186 Word最速時短術 鈴木 眞里子／著 日経BP

187 ワイルドライド
アダム・ラシンスキー
／著

東洋館出版社

188 われわれが災禍を悼むとき 福田 雄／著
慶應義塾大学出
版会

189 One last hug 岩波 友紀／著 青幻舎
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