
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2020年9月16日注文）78件

№ 書名 著者名 出版社

1 イギリス海上覇権の盛衰　上 ポール・ケネディ／著 中央公論新社

2 イギリス海上覇権の盛衰　下 ポール・ケネディ／著 中央公論新社

3
伊藤かずえが12キロやせたレシピ　　（Lady Bird
Shogakukan Jitsuyo Series）

伊藤 かずえ／著 小学館

4 今ひとたびの高見順 山田 邦紀／著 現代書館

5 上杉謙信　　（人物叢書 新装版 通巻307） 山田 邦明／著 吉川弘文館

6 老いの練習帳　　（朝日新書 723） 外山 滋比古／著 朝日新聞出版

7 オーケストラをつくろう
ロンドン交響楽団／協
力

BL出版

8 カエサル　　（岩波新書 新赤版 1841） 小池 和子／著 岩波書店

9 家族遺棄社会　　（角川新書 K-330） 菅野 久美子／[著] KADOKAWA

10 韓国社会の現在　　（中公新書 2602） 春木 育美／著 中央公論新社

11 極地絶景
クント・フェアラーク／
編

グラフィック社

12 巨大IT企業クラウドの光と影 ロブ・ハート／著 早川書房

13 嫌われモノの<広告>は再生するか 境 治／著 イースト・プレス

14 苦悩する男　上　　（創元推理文庫 Mマ13-20）
ヘニング・マンケル／
著

東京創元社

15 苦悩する男　下　　（創元推理文庫 Mマ13-21）
ヘニング・マンケル／
著

東京創元社

16
グローバル時代のアメリカ　　（岩波新書 新赤版 1773
シリーズアメリカ合衆国史 4）

古矢 旬／著 岩波書店

17 Cocoon　5 夏原 エヰジ／著 講談社

18 こどもの目をおとなの目に重ねて 中村 桂子／著 青土社

19 雑貨の終わり 三品 輝起／著 新潮社

20 知っておきたい感染症　　（ちくま新書 1507） 岡田 晴恵／著 筑摩書房

21 渋沢栄一と勝海舟　　（朝日新書 777） 安藤 優一郎／著 朝日新聞出版

22 13億人のトイレ　　（角川新書 K-328） 佐藤 大介／[著] KADOKAWA

23 昭和史講義　戦後篇上　　（ちくま新書 1508） 筒井 清忠／編 筑摩書房

24 昭和史講義　戦後篇下　　（ちくま新書 1509） 筒井 清忠／編 筑摩書房

25 新対話篇　　（ゲンロン叢書 006） 東 浩紀／著 ゲンロン
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26 親王殿下のパティシエール　2　　（ハルキ文庫 し14-2） 篠原 悠希／著 角川春樹事務所

27
神話の密室　　（新潮文庫nex ち-7-36 天久鷹央の事件
カルテ [6]）

知念 実希人／著 新潮社

28 数学、それは宇宙の言葉 サム・パーク／編 岩波書店

29 Station 鷲尾 和彦／著 夕書房

30
ストーンサークルの殺人　　（ハヤカワ・ミステリ文庫 HM
481-1）

M.W.クレイヴン／著 早川書房

31 摂食障害オバケの“ササヤキ” 雨こんこん／作 少年写真新聞社

32 ゾクゾク!おばけのがっこうたんけん 大木 あきこ／ぶん・え 新日本出版社

33 租税法　　（有斐閣アルマ Specialized） 岡村 忠生／著 有斐閣

34 卒寿の自画像 中西 進／著 東京書籍

35
台湾一周!!途中下車、美味しい旅　　（双葉文庫 み-10-
05）

光瀬 憲子／著 双葉社

36 竹光侍　2　　（小学館文庫 え7-2） 永福 一成／著 小学館

37 竹光侍　3　　（小学館文庫 え7-3） 永福 一成／著 小学館

38 竹光侍　4　　（小学館文庫 え7-4） 永福 一成／著 小学館

39 竹光侍　　（小学館文庫 え7-1） 永福 一成／著 小学館

40 太宰治と仙台 須永 誠／著
河北新報出版セン
ター

41 たった一人のオリンピック　　（角川新書 K-329） 山際 淳司／[著] KADOKAWA

42 タヌキのカナモノヤ　　（創作絵本シリーズ） しもだ ようこ／[作]
みらいパブリッシン
グ

43 だれも知らないレオ・レオーニ 森泉 文美／著 玄光社

44 知的財産法　　（有斐閣アルマ Specialized） 角田 政芳／著 有斐閣

45
データ農業が日本を救う　　（インターナショナル新書
056）

窪田 新之助／著
集英社インターナ
ショナル

46 てらねこ 石原 さくら／写真 KADOKAWA

47 どーする防災　土砂災害編　　（信山社ブックレット） 村中 洋介／著 信山社

48 突破口　　（創元推理文庫 Mフ37-2）
アンドレアス・フェーア
／著

東京創元社

49 並べるだけで強くなる虎丸の自選自解好局集 芝野 虎丸／著 講談社

50 2020年6月30日にまたここで会おう　　（星海社新書 160） 瀧本 哲史／著 星海社
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51
日本農業過保護論の虚構　　（筑波書房ブックレット 暮
らしのなかの食と農 62）

安達 英彦／著 筑波書房

52 はじめてのkintone 沢渡 あまね／著
シーアンドアール
研究所

53 PRINCE THE BEAUTIFUL ONES プリンス／著 DU BOOKS

54 ブルース・チャトウィン
ニコラス・シェイクスピ
ア／著

KADOKAWA

55 粉飾&黒字倒産を読む 矢部 謙介／著 日本実業出版社

56 ぼくが戦争に行くとき　　（中公文庫 て2-3） 寺山 修司／著 中央公論新社

57 本のリストの本 南陀楼綾繁／著 創元社

58 籬の菊　　（文芸社文庫 あ8-1） 阿岐 有任／著 文芸社

59 マルジナリアでつかまえて　書かずば読めぬの巻 山本 貴光／著 本の雑誌社

60 明治なりわいの魁 植松 三十里／著 ウェッジ

61 もふもふ毛糸で編むニット 文化出版局／編
文化学園文化出
版局

62
有閑貴族エリオットの幽雅な事件簿　　（集英社オレンジ
文庫 く4-1）

栗原 ちひろ／著 集英社

63 指差す標識の事例　上　　（創元推理文庫 Mヘ21-1）
イーアン・ペアーズ／
著

東京創元社

64 指差す標識の事例　下　　（創元推理文庫 Mヘ21-2）
イーアン・ペアーズ／
著

東京創元社

65 読むだけでわかる数学再入門　線形代数編 今井 博／著 インデックス出版

66 リベラリズム失われた歴史と現在
ヘレナ・ローゼンブラッ
ト／著

青土社

67 リモートワーク
リセット・サザーランド
／著

明石書店

68 レ・ミゼラブル　5　　（平凡社ライブラリー 900）
ヴィクトール・ユゴー／
著

平凡社

69 歴史学の慰め 井上 浩一／著 白水社

70 列島の戦国史　1 池 享／企画編集委員 吉川弘文館

71 列島の戦国史　3 池 享／企画編集委員 吉川弘文館

72 列島の戦国史　4 池 享／企画編集委員 吉川弘文館

73 列島の戦国史　6 池 享／企画編集委員 吉川弘文館

74 わたしの幸せな結婚　[1]　　（富士見L文庫 あ-17-1-1） 顎木 あくみ／[著] KADOKAWA

75 わたしの幸せな結婚　2　　（富士見L文庫 あ-17-1-2） 顎木 あくみ／[著] KADOKAWA
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76 わたしの幸せな結婚　3　　（富士見L文庫 あ-17-1-3） 顎木 あくみ／[著] KADOKAWA

77 「笑い」はどこから来るのか? 早稲田文学会

78
笑う死体　　（新潮文庫 ノ-1-2 マンチェスター市警エイダ
ン・ウェイツ [2]）

ジョセフ・ノックス／[著] 新潮社
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