
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2021年2月17日注文）106件

№ 書名 著者名 出版社

1 アート思考のものづくり 延岡 健太郎／著
日経BP日本経済
新聞出版本部

2 アーミッシュの老いと終焉 堤 純子／著 未知谷

3 芦部信喜 渡辺 秀樹／著 岩波書店

4 アトリエ雑記 牧野 伊三夫／著 本の雑誌社

5 #あみむす なると／著 日東書院本社

6 泉小放送委員会物語 大石 琉瑳／著 文芸社

7 1日10分のぜいたく　　（双葉文庫 え-10-03） あさの あつこ／著 双葉社

8 いのちをめぐる物語 神戸新聞社／編
神戸新聞総合出
版センター

9 医療の経済学 河口 洋行／著 日本評論社

10 美しく、心地よく、生きる　　（PHP文庫 ま51-4） 枡野 俊明／著 PHP研究所

11 怨み籠の密室　　（双葉文庫 こ-23-05） 小島 正樹／著 双葉社

12 英語解剖図鑑 原島 広至／著 KADOKAWA

13 AとZ　　（早稲田新書 002） 森永 邦彦／著
早稲田大学出版
部

14 LGBTQの子どもへの学校ソーシャルワーク 寺田 千栄子／著 明石書店

15 オーストリア滞在記　　（幻冬舎文庫 な-20-8） 中谷 美紀／[著] 幻冬舎

16 おすすめ文庫王国　2021 本の雑誌編集部／編 本の雑誌社

17 堕ちたバンカー 児玉 博／著 小学館

18 おひめさまのクローゼット 双森 文／絵 大和書房

19 おもろい以外いらんねん 大前 粟生／著 河出書房新社

20 おれたちの歌をうたえ 呉 勝浩／著 文藝春秋

21 学校が「とまった」日 中原 淳／監修 東洋館出版社

22
勘定侍柳生真剣勝負　3　　（小学館文庫 Jう01-3 小学
館時代小説文庫）

上田 秀人／著 小学館

23 感情史とは何か
バーバラ・H.ローゼン
ワイン／[著]

岩波書店

24 「犠牲区域」のアメリカ 石山 徳子／著 岩波書店

25 厳しい税務調査がやってくる 秋山 清成／著 中央経済社
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26 共振 町田 久美／絵 水声社

27 グリーンピースの秘密　　（幻冬舎文庫 お-34-18） 小川 糸／[著] 幻冬舎

28 ぐるぐる♡博物館　　（実業之日本社文庫 み10-1） 三浦 しをん／著 実業之日本社

29 グローバル・ヒストリー
ゼバスティアン・コン
ラート／著

岩波書店

30 グロリア・スタイネム　　（信念は社会を変えた!）
グロリア・スタイネム／
[著]

あすなろ書房

31 警察官の出世と人事　　（光文社新書 1104） 古野 まほろ／著 光文社

32 激震!コロナと不動産　　（扶桑社新書 363） 榊 淳司／著 扶桑社

33 現場の判断、経営の決断 山浦 雄一／著
日経BP日本経済
新聞出版本部

34 古今集花の歌
芸術新聞社出版部／
編

芸術新聞社

35 心が挫けそうになった日に　　（新潮文庫 い-15-34） 五木 寛之／著 新潮社

36
子育て飴　　（ハルキ文庫 し11-12 時代小説文庫 江戸
菓子舗照月堂 [8]）

篠 綾子／著 角川春樹事務所

37 コロナとバカ　　（小学館新書 390） ビートたけし／著 小学館

38 サンドの女　　（実業之日本社文庫 は9-2） 原田 ひ香／著 実業之日本社

39 シゴトがはかどるPython自動処理の教科書 クジラ飛行机／著 マイナビ出版

40 死者と言葉を交わすなかれ　　（講談社タイガ モB-04） 森川 智喜／著 講談社

41 蔣介石の書簡外交　上巻 麻田 雅文／著 人文書院

42 蔣介石の書簡外交　下巻 麻田 雅文／著 人文書院

43 障害者総合支援法事業者ハンドブック　指導監査編 中央法規出版

44 「象徴」のいる国で 菊地 史彦／著 作品社

45
人工知能で10億ゲットする完全犯罪マニュアル　　（ハヤ
カワ文庫 JA 1457）

竹田 人造／著 早川書房

46
真実を発見!科学捜査　　（子供の科学サイエンスブック
スNEXT 動画でも学べる!）

石澤 不二雄／監修 誠文堂新光社

47 「人種」「民族」をどう教えるか 中山 京子／編著 明石書店

48 神童　　（幻冬舎文庫 た-49-7） 高嶋 哲夫／[著] 幻冬舎

49 スウェーデン福祉大国の深層 近藤 浩一／著 水曜社

50 数学的思考トレーニング　　（PHPビジネス新書 421） 深沢 真太郎／著 PHP研究所
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51 菅義偉の正体　　（小学館新書 392） 森 功／著 小学館

52 巣ごもりごはん便利帳 ちづか みゆき／著 翔泳社

53 ステフィン・カリー　　（信念は社会を変えた!）
ステフィン・カリー／
[著]

あすなろ書房

54
隅田川御用日記 雁もどる　　（光文社文庫 ふ17-24 光
文社時代小説文庫）

藤原 緋沙子／著 光文社

55 聖母の共犯者　　（角川文庫 よ32-3 警視庁53教場 [3]） 吉川 英梨／[著] KADOKAWA

56 絶望死のアメリカ アン・ケース／[著] みすず書房

57 装飾をひもとく 五十嵐 太郎／著 青幻舎

58 対米従属の構造 古関 彰一／[著] みすず書房

59 たそがれ御堂筋　　（ハルキ文庫 よ9-5） 吉村 喜彦／著 角川春樹事務所

60 ダンスする食う寝る 山崎 修平／著 思潮社

61 地域衰退　　（岩波新書 新赤版 1864） 宮崎 雅人／著 岩波書店

62 中国・アメリカ謎SF 柴田 元幸／編訳 白水社

63 データから真実を読み解くスキル 松本 健太郎／著 日経BP

64 デルタの悲劇　　（角川文庫 う26-2） 浦賀 和宏／[著] KADOKAWA

65
トキメキ♥図書館　PART6　　（講談社青い鳥文庫 243-
18）

服部 千春／作 講談社

66 ドキュメント武漢　　（平凡社新書 946） 早川 真／著 平凡社

67 ナラティブ研究の可能性 秦 かおり／編 ひつじ書房

68 ニュー・アソシエーショニスト宣言 柄谷 行人／著 作品社

69 Neverland Diner 都築 響一／編 ケンエレブックス

70 ネルソン・マンデラ　　（[信念は社会を変えた!]） セロ・ハタン／著 あすなろ書房

71 ノーラン・ヴァリエーションズ トム・ショーン／著 玄光社

72 遺したい味 平松 洋子／著 淡交社

73 バー堂島　　（ハルキ文庫 よ9-4） 吉村 喜彦／著 角川春樹事務所

74
はじめてでもかわいく作れるかぎ針編みのモチーフ&小
物

リトルバード／編 西東社

75 白球は死なず 大鐘 稔彦／著 アートヴィレッジ
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76 ぱっぷんぱっぷんパンケーキ! タカタ カヲリ／さく・え 絵本塾出版

77 バナナ・ビーチ・軍事基地
シンシア・エンロー／
著

人文書院

78 はみだしルンルン 鹿子 裕文／著 東京新聞

79 ハンガー・ゲーム　0上　　（角川文庫 コ19-1） スーザン・コリンズ／著 KADOKAWA

80 ハンガー・ゲーム　0下　　（角川文庫 コ19-2） スーザン・コリンズ／著 KADOKAWA

81 フォーミュラと外国語学習・教育 金澤 佑／編 くろしお出版

82 ふしぎ駄菓子屋銭天堂にようこそ 廣嶋 玲子／著 偕成社

83 ブライアン・スティーヴンソン　　（信念は社会を変えた!）
ブライアン・スティーヴ
ンソン／[著]

あすなろ書房

84 フラッシュ・クラッシュ リアム・ヴォーン／著 KADOKAWA

85 ブループリント　上
ニコラス・クリスタキス
／著

ニューズピックス

86 ブループリント　下
ニコラス・クリスタキス
／著

ニューズピックス

87 プロのためのえび・かに・いか・たこ料理 加藤 邦彦／[ほか著] 柴田書店

88 文化を問い直す 平田 栄一朗／編 彩流社

89 pen+　　（MEDIA HOUSE MOOK）
CCCメディアハウ
ス

90 墓地の書　　（東欧の想像力 8） サムコ・ターレ／著 松籟社

91 マスクは踊る 東海林 さだお／著 文藝春秋

92 満月珈琲店の星詠み　[2]　　（文春文庫 も29-22） 望月 麻衣／著 文藝春秋

93 水が消えた大河で　　（集英社文庫 み54-3） 三浦 英之／著 集英社

94 三つ巴　　（文春文庫 さ63-20 新・酔いどれ小籐次 20） 佐伯 泰英／著 文藝春秋

95
昔話と子どもの空想　　（TCLブックレット 「こどもとしょか
ん」評論シリーズ）

東京子ども図書館／
編纂

東京子ども図書館

96 村上春樹の動物誌　　（早稲田新書 003） 小山 鉄郎／著
早稲田大学出版
部

97 明治十四年の政変　　（インターナショナル新書 064） 久保田 哲／著
集英社インターナ
ショナル

98 安彦良和マイ・バック・ページズ 安彦 良和／著 太田出版

99 野生ミツバチの知られざる生活 トーマス・シーリー／著 青土社

100 友情　　（講談社文庫 や82-1） 山中 伸弥／[著] 講談社
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101 料理なんて愛なんて 佐々木 愛／著 文藝春秋

102 累々 松井 玲奈／著 集英社

103 65歳から心ゆたかに暮らすために大切なこと ショコラ／著 マガジンハウス

104 ワイン習慣 木之下 嘉明／著 評言社

105 私のカレーを食べてください 幸村 しゅう／著 小学館

106 われらが<無意識>なる韓国 四方田 犬彦／著 作品社
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