
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2020年9月30日注文）77件

№ 書名 著者名 出版社

1 愛国心　　（ワニブックス|PLUS|新書 299） 金 美齢／著 ワニ・プラス

2 あの日、君は何をした　　（小学館文庫 ま23-1） まさき としか／著 小学館

3 ある実験　　（徳間文庫 も21-1） 両角 長彦／著 徳間書店

4 忙しい人のホットクックレシピ 阪下 千恵／著 日東書院本社

5 イルカと少年の歌
エリザベス・レアード／
作

評論社

6 インドネシア大虐殺　　（中公新書 2596） 倉沢 愛子／著 中央公論新社

7 エコハウス超入門 松尾 和也／著 新建新聞社

8 江戸城御掃除之者!　[2]　　（角川文庫 時-ひ24-5） 平谷 美樹／[著] KADOKAWA

9 江戸城御掃除之者!　[3]　　（角川文庫 時-ひ24-6） 平谷 美樹／[著] KADOKAWA

10 絵本がつなぐ高齢者と子どもたち 森本 ちか／著 くもん出版

11 エリック ショーン・タン／著 河出書房新社

12 老いた男　　（ハヤカワ文庫 NV 1470） トマス・ペリー／著 早川書房

13 大前研一 世界の潮流　2020ー21 大前 研一／著 プレジデント社

14 沖縄米軍基地全史　　（歴史文化ライブラリー 501） 野添 文彬／著 吉川弘文館

15 おじいちゃんとの最後の旅 ウルフ・スタルク／作 徳間書店

16 恐ろしくきれいな爆弾 越智 月子／著 小学館

17 オレの東大物語 加藤 典洋／著 集英社

18 かけはし 中川 なをみ／作 新日本出版社

19 がろあむし 舘野 鴻／作 絵 偕成社

20 岸田ビジョン 岸田 文雄／著 講談社

21 基本刑事訴訟法　1 吉開 多一／著 日本評論社

22 幻綺行　　（竹書房文庫 よ2-1） 横田 順彌／著 竹書房

23 元素は語る　　（ワニブックス|PLUS|新書 300） 中井 泉／著 ワニブックス

24 珈琲城のキネマと事件　　（光文社文庫 い31-38） 井上 雅彦／著 光文社

25 国家の怠慢　　（新潮新書 872） 高橋 洋一／著 新潮社
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26 子どもの心の受け止め方 川上 康則／著 光村図書出版

27 最高の贈りもの 小野崎 一綱／作 静岡新聞社

28 財務諸表分析 桜井 久勝／著 中央経済社

29
3年後、確実にクラシック・ピアノが弾ける練習法　ショパ
ン編　　（リットーミュージック・ムック PIANO STYLE）

赤松 林太郎／著 リットーミュージック

30 幸せ家族には秘密がある 宇津崎 光代／著 かもがわ出版

31 史上最悪の感染症
マイケル・オスターホ
ルム／著

青土社

32 思弁的実在論入門
グレアム・ハーマン／
著

人文書院

33 樹木とその葉 若山 牧水／著 田畑書店

34 「湘南」の誕生 増淵 敏之／著 リットーミュージック

35 人事の成り立ち 海老原 嗣生／著 白桃書房

36 スマートモビリティ革命 中島 秀之／編著
公立はこだて未来
大学出版会

37 世界の病院・介護施設 加藤 智章／編 法律文化社

38 世界は幾何学で作られている
アミーア・アレクサン
ダー／著

柏書房

39 世界は女性が変えてきた ケイト・ホッジス／著 東京書籍

40 戦国の忍び　　（角川新書 K-333） 平山 優／[著] KADOKAWA

41 戦国の城 芦辺 拓／著 静岡新聞社

42 セント・キルダの子
ベス・ウォーターズ／
文・絵

岩波書店

43 たったひとりの慰霊祭 菅野 寛也／著 産経新聞出版

44
中高年のための「読む防災」　　（ワニブックス|PLUS|新
書 294）

和田 隆昌／著 ワニ・プラス

45 中世騎士の武器術
ジェイ・エリック・ノイズ
／著

新紀元社

46 月のふしぎ　　（momo book かがくのえほんシリーズ 1） いしがき わたる／え マイルスタッフ

47 鶴屋南北　　（人物叢書 新装版 通巻305） 古井戸 秀夫／著 吉川弘文館

48 同心亀無剣之介　[5]　　（コスミック・時代文庫 か5-15） 風野 真知雄／著 コスミック出版

49 同姓同名 下村 敦史／著 幻冬舎

50 独裁者ヒトラーの時代を生きる 大島 隆之／著 集英社
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51 土中環境 高田 宏臣／著 建築資料研究社

52
龍神王子(ドラゴン・プリンス)!　外伝　　（講談社青い鳥文
庫 Eみ4-16）

宮下 恵茉／作 講談社

53 どんな男になんねん 鳥内 秀晃／著
ベースボール・マ
ガジン社

54 中島河太郎著作集　上巻 中島 河太郎／著 論創社

55
ニットマルシェ　vol.25(2020秋/冬)　　（Heart Warming
Life Series）

日本ヴォーグ社

56 日本アルプスのライチョウ 水越 武／著 新潮社

57 日本の高齢化問題の実相　　（生存科学叢書） 府川 哲夫／著 日本評論社

58 バスケットボール戦術学　1 小谷 究／著
ベースボール・マ
ガジン社

59 バスケットボール戦術学　2 小谷 究／著
ベースボール・マ
ガジン社

60 発達障害で生まれてくれてありがとう 菊地 ユキ／著 光文社

61 早房希美の謎解き急行　　（双葉文庫 や-39-01） 山本 巧次／著 双葉社

62 半沢直樹 アルルカンと道化師　　（[半沢直樹]） 池井戸 潤／著 講談社

63
ピアノ指導力アップ!こどもの演奏能力を飛躍させるレッ
スン・メソッド

笹本 小野美／著
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

64 不安のありか 平島 奈津子／著 日本評論社

65 不動産激変　　（祥伝社新書 611） 牧野 知弘／[著] 祥伝社

66 プレゼンテーション入門　　（アカデミック・スキルズ） 大出 敦／編著
慶應義塾大学出
版会

67
ベーブ・ルースは、なぜ甲子園でホームランを打てな
かったのか

永田 陽一／著 東方出版

68 ポストコロナの「日本改造計画」 竹中 平蔵／著 PHP研究所

69 ボナペティ!　　（文春文庫 と32-1） 徳永 圭／著 文藝春秋

70 MAGALIのノスタルジックなワードローブ 荘村 恵理子／著
文化学園文化出
版局

71 虫とけものと家族たち　　（中公文庫 タ8-1） ジェラルド・ダレル／著 中央公論新社

72 森と氷河と鯨　　（文春文庫 ほ8-4） 星野 道夫／著 文藝春秋

73
愉悦の大橋　　（二見時代小説文庫 あ2-19 剣客大名柳
生俊平 15）

麻倉 一矢／著 二見書房

74 雪旅籠　　（創元推理文庫 Mと7-2） 戸田 義長／著 東京創元社

75 LIFESPAN
デビッド・A.シンクレア
／著

東洋経済新報社
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76
龍王の譜　　（二見時代小説文庫 あ2-20 剣客大名柳生
俊平 16）

麻倉 一矢／著 二見書房

77 龍探　　（角川文庫 な54-4） 長沢 樹／[著] KADOKAWA
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