
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2020年6月17日注文）61件

№ 書名 著者名 出版社

1
iPad OS13完全マスターガイド　　（EIWA MOOK らくらく講
座 336）

英和出版社

2 AX　　（角川文庫 い59-3） 伊坂 幸太郎／[著] KADOKAWA

3 囲碁ライバル物語　　（囲碁人ブックス） 内藤 由起子／著 マイナビ出版

4 いつも心に音楽を 服部 豊子／著 勉誠出版

5 岩佐又兵衛風絵巻の謎を解く　　（角川選書 637） 黒田 日出男／著 KADOKAWA

6 美しい痕跡
フランチェスカ・ビア
ゼットン／[著]

みすず書房

7 海はだれのものか　　（海とヒトの関係学 3） 秋道 智彌／編著 西日本出版社

8 OKUDAIRA BASE自分を楽しむ衣食住 奥平 眞司／著 誠文堂新光社

9 科学の人種主義とたたかう
アンジェラ・サイニー／
著

作品社

10 関東大震災と中国人虐殺事件 今井 清一／著 朔北社

11 偽画　　（角川文庫 ま27-3） 松下 麻理緒／[著] KADOKAWA

12 京都コーヒースタンダーズ　　（淡交ムック） 田中 慶一／監修 淡交社

13 教養としての近現代美術史 三田 晴夫／著 自由国民社

14 近代家庭機器のデザイン史 面矢 慎介／著 美学出版

15 悔いなく生きよう 瀬戸内 寂聴／著 祥伝社

16 草地は緑に輝いて アンナ・カヴァン／著 文遊社

17 暮らしやすい家づくり 本多 さおり／著
PHPエディターズ・
グループ

18 経済学を味わう 市村 英彦／編 日本評論社

19 公共事業が日本を救う 藤井 聡／著 育鵬社

20 高電圧絶縁技術 電気学会・高電圧電気絶縁技術の
歴史調査専門委員会／編 オーム社

21 極上ずぼら飯 だれウマ／著 ワニブックス

22 コレラの世界史 見市 雅俊／著 晶文社

23
さよならの言い方なんて知らない。　[1]　　（新潮文庫nex
こ-60-11）

河野 裕／著 新潮社

24
さよならの言い方なんて知らない。　2　　（新潮文庫nex
こ-60-12）

河野 裕／著 新潮社

25
さよならの言い方なんて知らない。　3　　（新潮文庫nex
こ-60-13）

河野 裕／著 新潮社
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26 シェルパのポルパ エベレストにのぼる 石川 直樹／文 岩波書店

27 四季を詠む　　（集英社文庫 さ39-5） 三宮 麻由子／著 集英社

28 四季の創造　　（角川選書 638） ハルオ・シラネ／著 KADOKAWA

29 写真を見るということ 潮田 文／著 青弓社

30 重症児ガール 福満 美穂子／著 ぶどう社

31 シルクはどのようにして世界に広まったのか 二神 恭一／著 八千代出版

32 「数字で考える」は武器になる 中尾 隆一郎／著 かんき出版

33 スタートライン債権法 池田 真朗／著 日本評論社

34 スパイスの世界へようこそ!
シャンカール・ノグチ／
著

河出書房新社

35
成長企業が失速するとき、社員に“何”が起きているの
か?

スティーブ・バッコルツ
／著

日経BP

36 専門知を再考する H.コリンズ／著
名古屋大学出版
会

37 高橋和巳論 清 眞人／著 藤原書店

38 たっぷり野菜のおいしい食事 江口 友希世／著
幻冬舎メディアコン
サルティング

39 誰も知らない哺乳瓶の世界 鈴木 昌和／写真・文
幻冬舎メディアコン
サルティング

40 地下鉄の駅はものすごい　　（平凡社新書 942） 渡部 史絵／著 平凡社

41 地方議会改革の進め方 木下 健／著 八千代出版

42 転落　　（角川文庫 ま27-2） 松下 麻理緒／[著] KADOKAWA

43 どーる布服レシピ　2
グッドスマイルカンパ
ニー／監修

誠文堂新光社

44 泣き笑い映画とジャズの極道日記 中山 信一郎／著 ワイズ出版

45 2品おかずで塩分一日6g生活
女子栄養大学栄養クリ
ニック／監修

女子栄養大学出
版部

46 日本経済学新論　　（ちくま新書 1492） 中野 剛志／著 筑摩書房

47 日本人はこうして歯を失っていく　続 日本歯周病学会／著 朝日新聞出版

48 にほん的 松田 行正／著 河出書房新社

49
人間心理を徹底的に考え抜いた「強い会社」に変わる仕
組み

松岡 保昌／著 日本実業出版社

50
PUZZLE　　（角川ホラー文庫 な3-23 東京駅おもてうら
交番・堀北恵平 [3]）

内藤 了／[著] KADOKAWA
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51 ビジュアルマップ大図鑑世界史 DK社／編著 東京書籍

52 日々の一滴 藤原 新也／著 トゥーヴァージンズ

53 病院経営財務マネジメント 井上 貴裕／編著 ロギカ書房

54 福岡で食べたい100のもの　　（JTBのMOOK） JTBパブリッシング

55 福岡 博多・天神　'21　　（まっぷるマガジン 九州 02） 昭文社

56 法制執務詳解 石毛 正純／著 ぎょうせい

57 マックス・ヴェーバー　　（岩波新書 新赤版 1834） 今野 元／著 岩波書店

58 マレーシア地元で愛される名物食堂 古川 音／著
ダイヤモンド・ビッ
グ社

59
「水」が教えてくれる東京の微地形の秘密　　（じっぴコン
パクト新書 367）

内田 宗治／著 実業之日本社

60 民謡わが人生 加賀山 昭／著
北國新聞社出版
局

61 若草物語 L.M.オルコット／作 講談社
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