
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2020年8月5日注文）72件

№ 書名 著者名 出版社

1 赤江瀑の世界 河出書房新社

2
悪の分身船(ドッペルゲンガー)を撃て!　上　　（扶桑社ミ
ステリー カ11-33）

クライブ・カッスラー／
著

扶桑社

3
悪の分身船(ドッペルゲンガー)を撃て!　下　　（扶桑社ミ
ステリー カ11-34）

クライブ・カッスラー／
著

扶桑社

4 明日咲く言葉の種をまこう 岡崎 武志／著 春陽堂書店

5
家康の猛き者たち　　（ハルキ文庫 さ22-3 時代小説文
庫）

佐々木 功／著 角川春樹事務所

6 ウィトゲンシュタインの愛人
デイヴィッド・マークソ
ン／著

国書刊行会

7 美しさを極めるトウシューズ・レッスン
渡辺 理恵／指導・モ
デル

新書館

8 器は自由におおらかに 中川 たま／著 家の光協会

9 英語で学ぶ会計入門
スチュアート・ブライソ
ン／著

中央経済社

10 エモくて映える写真を撮る方法 Lovegraph／著 KADOKAWA

11 沖縄の祈り　　（なんよう文庫） 大城 貞俊／著 インパクト出版会

12
送り舟　　（二見時代小説文庫 も1-22 柳橋ものがたり
4）

森 真沙子／著 二見書房

13 オルタナ日本　下　　（C・NOVELS 34-129） 大石 英司／著 中央公論新社

14 GAFAの決算書 齋藤 浩史／著 かんき出版

15 仮想通貨vs.中央銀行 中島 真志／著 新潮社

16 学校数学から教養数学へ 深井 文宣／著 東京図書出版

17 起案添削教室 牧田 謙太郎／著 学陽書房

18 吸血鬼と呪いの森　　（集英社オレンジ文庫 あ4-6） 赤川 次郎／著 集英社

19 近代日本と軍部　　（講談社現代新書 2564） 小林 道彦／著 講談社

20 黒崎警視のMファイル　　（朝日文庫 り3-5） 六道 慧／著 朝日新聞出版

21 現実を解きほぐすための哲学 小手川 正二郎／著 トランスビュー

22 航空自衛隊副官怜於奈　　（ハルキ文庫 あ33-1） 数多 久遠／著 角川春樹事務所

23 心をととのえるインテリア 加藤 登紀子／著 光文社

24 コロナ危機の社会学感染したのはウイルスか、不安か 西田 亮介／著 朝日新聞出版

25 コロナ後の世界　　（文春新書 1271）
ジャレド・ダイアモンド
／[ほか著]

文藝春秋
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26
再雇用されたら一カ月で地獄へ堕とされました　　（双葉
文庫 あ-63-01）

愛川 晶／著 双葉社

27 雑談の一流、二流、三流 桐生 稔／著 明日香出版社

28 仕事がスムーズに進む法務の社内調整術! 芦原 一郎／著 学陽書房

29 シニアのクルクルトントン体操　　（講談社の実用BOOK） 有吉 与志恵／著 講談社

30 上越新幹線物語1979　　（交通新聞社新書 017） 北川 修三／著 交通新聞社

31 スペイン語で愛でる万葉集 伊藤 昌輝／訳・注 大盛堂書房

32 すべての瞬間が君だった ハ テワン／著 マガジンハウス

33 政治部不信　　（朝日新書 775） 南 彰／著 朝日新聞出版

34 タボリンの鱗　　（竹書房文庫 し7-2）
ルーシャス・シェパード
／著

竹書房

35 短編伝説　　（集英社文庫 特4-25）
集英社文庫編集部／
編

集英社

36
小さな会社の儲けの仕組みの教科書　　（Small
Company Selection 小さな会社応援選書!）

米澤 裕一／著 Clover出版

37 「地方」と「努力」の現代史 石岡 学／著 青土社

38 帝国軍人　　（角川新書 K-325） 戸高 一成／[著] KADOKAWA

39 データ視覚化のデザイン 永田 ゆかり／著 SBクリエイティブ

40 問いのデザイン 安斎 勇樹／著 学芸出版社

41 得する株をさがせ!会社四季報公式ガイドブック
会社四季報編集部／
編

東洋経済新報社

42
なぜ日本のジャーナリズムは崩壊したのか　　（講談社+
α新書 733-6C）

望月 衣塑子／[著] 講談社

43 日本人と山の宗教　　（講談社現代新書 2577） 菊地 大樹／著 講談社

44 日本製 三浦 春馬／[著] ワニブックス

45 猫と住まいの解剖図鑑 いしまる あきこ／著 エクスナレッジ

46 ノン・サラブレッド　　（集英社文庫 し32-6） 島田 明宏／著 集英社

47 働き方5.0　　（小学館新書 371） 落合 陽一／著 小学館

48 花森安治選集　1 花森 安治／著 暮しの手帖社

49 パラ・スター　Side百花　　（集英社文庫 あ82-2） 阿部 暁子／著 集英社

50 パラ・スター　Side宝良　　（集英社文庫 あ82-3） 阿部 暁子／著 集英社
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51 秘境旅行　　（角川ソフィア文庫 J110-4） 芳賀 日出男／[著] KADOKAWA

52 ピジン・クレオル諸語の世界 西江 雅之／著 白水社

53
平林初之輔 佐左木俊郎　　（光文社文庫 や22-8 ミステ
リー・レガシー）

平林 初之輔／[著] 光文社

54 貧乏国ニッポン　　（幻冬舎新書 か-28-1） 加谷 珪一／著 幻冬舎

55 藤井聡太強さの本質 書籍編集部／編 日本将棋連盟

56
藤井恵の野菜をたっぷり食べるワザ!　　（別冊NHKきょう
の料理）

NHK出版

57 不動産リノベーションの企画術 中谷 ノボル／著 学芸出版社

58 ブランディングが9割 乙幡 満男／著 青春出版社

59 プログラミングTypeScript Boris Cherny／著
オライリー・ジャパ
ン

60 文書事務研修の手引 瀬口 至／著 夢の友出版

61 米寿を過ぎて長い旅 山折 哲雄／著 海風社

62
宝石商リチャード氏の謎鑑定　[10]　　（集英社オレンジ
文庫 つ1-12）

辻村 七子／著 集英社

63 法律家のための行政手続ハンドブック　　（東弁協叢書） 山下 清兵衛／編著 ぎょうせい

64 北朝の天皇　　（中公新書 2601） 石原 比伊呂／著 中央公論新社

65 宮原知子の英語術 宮原 知子／著 KADOKAWA

66 みんなみんな逝ってしまった、けれど文学は死なない。 坪内 祐三／著 幻戯書房

67 室町時代の祇園祭 河内 将芳／著 法藏館

68 焼け跡の高校教師　　（集英社文庫 お86-1） 大城 立裕／著 集英社

69
幽霊を創出したのは誰か?　　（講談社タイガ モA-14
[WWシリーズ] [4]）

森 博嗣／著 講談社

70 47都道府県の純喫茶 山之内 遼／著 実業之日本社

71
Ruby on Rails 6実践ガイド　機能拡張編　　（impress top
gear）

黒田 努／著 インプレス

72 老乱　　（朝日文庫 く24-3） 久坂部 羊／著 朝日新聞出版
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