
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2020年6月3日注文）63件

№ 書名 著者名 出版社

1 愛される街 三浦 展／著 而立書房

2 アルファベット・パズラーズ　　（創元推理文庫 Mお9-1） 大山 誠一郎／著 東京創元社

3 アンの青春　　（講談社青い鳥文庫 81-3 赤毛のアン 2） L.M.モンゴメリ／作 講談社

4
杏の甘煮　　（ハルキ文庫 な19-3 時代小説文庫 一膳
めし屋丸九 3）

中島 久枝／著 角川春樹事務所

5 言うて詮なきことの記 羽毛田 信吾／著 国書刊行会

6 「偉大なる後進国」アメリカ 菅谷 洋司／著 現代書館

7
一番わかりやすい天気と気象の新知識　　（KAWADE夢
文庫 K1142）

弓木 春奈／著 河出書房新社

8 ウサギと化学兵器 いのうえ せつこ／著 花伝社

9 うたうおばけ くどう れいん／著 書肆侃侃房

10 えほんなぞなぞうた 谷川 俊太郎／文 童話屋

11 おこりんぼう 林 望／著 春陽堂書店

12 オルタナ日本　上　　（C・NOVELS 34-128） 大石 英司／著 中央公論新社

13 音楽が本になるとき 木村 元／著 木立の文庫

14 還暦からの底力　　（講談社現代新書 2568） 出口 治明／著 講談社

15 ギデオンのトランペット
アンソニー・ルイス／
著

現代人文社

16 欺瞞の殺意　　（ミステリー・リーグ） 深木 章子／著 原書房

17
甲の薬は乙の毒　　（宝島社文庫 Cと-1-8 このミス大賞
薬剤師・毒島花織の名推理 [2]）

塔山 郁／著 宝島社

18 在と不在のパラドックス 平田 栄一朗／著 三元社

19 「シェルパ」と道の人類学 古川 不可知／著 亜紀書房

20 黙 辻堂 魁／著 光文社

21
死者の復活　　（祥伝社文庫 わ7-24 傭兵代理店・改
[3]）

渡辺 裕之／著 祥伝社

22 刺繡でABC Kanae Entani／著
文化学園文化出
版局

23 静岡ぐるぐるマップ　NO.139 静岡新聞社

24 週刊読書人追悼文選
「週刊読書人」編集部
／編

読書人

25 昇降機工学 藤田 聡／著
東京電機大学出
版局
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26 新型コロナ19氏の意見　　（農文協ブックレット 21）
農山漁村文化協会／
編

農山漁村文化協
会

27 全球入魂!プロ野球審判の真実 山崎 夏生／著 北海道新聞社

28 1964-日本が最高に輝いた年 ロイ・トミザワ／著 文芸社

29 ソードアート・オンライン　24　　（電撃文庫 3641） 川原 礫／[著] KADOKAWA

30 太陽と鉄・私の遍歴時代　　（中公文庫 み9-14） 三島 由紀夫／著 中央公論新社

31 タマ、帰っておいで 横尾 忠則／作 講談社

32
知的障害・自閉症のある人への行動障害支援に役立つ
アイデア集65例

林 大輔／著 中央法規出版

33
ディズニーロマンティック切り絵　　（レディブティックシ
リーズ 4486）

Atelier*Naco／著 ブティック社

34 でも、捨てられない人の捨てない片づけ 米田 まりな／[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

35 とうさんのてじな　　（チューリップえほんシリーズ） ねじめ 正一／作 鈴木出版

36
道頓堀の大ダコ　　（集英社文庫 た59-8 鍋奉行犯科帳
[2]）

田中 啓文／著 集英社

37 難事件カフェ　[1]　　（光文社文庫 に22-4） 似鳥 鶏／著 光文社

38 難事件カフェ　2　　（光文社文庫 に22-5） 似鳥 鶏／著 光文社

39
日本の映画産業を殺すクールジャパンマネー　　（光文
社新書 1069）

ヒロ・マスダ／著 光文社

40 任俠シネマ 今野 敏／著 中央公論新社

41 猫いっぱいのスイーツBOOK Laura／著 KADOKAWA

42 バッティングピッチャー　　（集英社文庫 さ60-3） 澤宮 優／著 集英社

43 美少年蜥蜴　影編　　（講談社タイガ ニA-11） 西尾 維新／著 講談社

44 不確実性の人類学
アルジュン・アパドゥラ
イ／著

以文社

45 ブラック・ジャックの解釈学 國松 淳和／著 金芳堂

46 フランスから届いたパンのはなし 酒巻 洋子／著 産業編集センター

47
プリエ使えてますか?　　（本気でうまくなりたい人のため
のダンス解剖学教室）

佐藤 愛／著 東洋出版

48 星に仄めかされて 多和田 葉子／著 講談社

49
魔界都市ブルース　[16]　　（ノン・ノベル 1050 マン・サー
チャー・シリーズ 16）

菊地 秀行／著 祥伝社

50 雅子さまの言葉 小田部 雄次／監修 宝島社
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51 まちかんてぃ!動き始めた学びの時計 珊瑚舎スコーレ／編著 高文研

52 まっくらな中での対話　　（講談社文庫 も50-3）
茂木健一郎withダイアログ・
イン・ザ・ダーク／[著] 講談社

53 三木竹二　　（水声文庫） 木村 妙子／著 水声社

54 みくちゃんとかがみ いとう ゆりこ／[作] 集文社

55 身近な鳥のすごい食生活　　（イースト新書Q Q064） 唐沢 孝一／[著] イースト・プレス

56 水森亜土グッズコレクション　　（らんぷの本 mascot） 水森 亜土／著 河出書房新社

57 未知の鳥類がやってくるまで 西崎 憲／著 筑摩書房

58 みみずくは黄昏に飛びたつ　　（新潮文庫 む-5-43） 川上 未映子／訊く 新潮社

59 モンゴル ひつじ・やぎの絵と写真
苗川 博史／構成・文・
写真

東京図書出版

60 「郵便局」が破綻する　　（朝日新書 766） 荻原 博子／著 朝日新聞出版

61 夢に住む人 木部 克彦／著 言視舎

62 立憲主義をテーマにマルクスとエンゲルスを読む 市橋 秀泰／著 東銀座出版社

63 量子コンピュータの衝撃 深田 萌絵／著 宝島社
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