
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2021年4月14日注文） 107件

№ 書名 著者名 出版社

1 阿川佐和子のこの棋士に会いたい　　（文春ムック） 阿川 佐和子／[著] 文藝春秋

2 あまねく届け!光
視覚障害者就労相談
人材バンク有志／著

読書日和

3 生きるために本当に大切なこと　　（角川文庫 わ16-1） 渡辺 憲司／[著] KADOKAWA

4 イスラム教再考　　（扶桑社新書 370） 飯山 陽／著 育鵬社

5
いつか、眠りにつく日　3　　（スターツ出版文庫 Sい1-
11）

いぬじゅん／著 スターツ出版

6 移動動物園　　（小学館文庫 さ9-2） 佐藤 泰志／著 小学館

7 ifの地球生命史 土屋 健／著 技術評論社

8 今こそ、韓国に謝ろう 百田 尚樹／著 飛鳥新社

9 今すぐ使える!Google for Education
イーディーエル株式会
社／著

技術評論社

10 今すぐ使える!特別支援アイデア教材50 佐藤 義竹／著 合同出版

11 ウィーン近郊 黒川 創／著 新潮社

12 WAYFINDING道を見つける力 M.R.オコナー／著 インターシフト

13 映画の言葉を聞く 安藤 紘平／編 フィルムアート社

14 英国人捕虜が見た大東亜戦争下の日本人 デリク・クラーク／著 ハート出版

15 老いない人生の作り方
ダニエル・J.レヴィティ
ン／著

アルク

16 お魚とお寿司のナイショ話 岡本 浩之／[著] 朝日新聞出版

17 音読で学ぶドイツ語 中川 純子／著 第三書房

18 格差社会と都市空間 橋本 健二／編著 鹿島出版会

19 かごバッグの村 牛久 晴香／著 昭和堂

20 稼ぎ続ける力　　（小学館新書 394） 大前 研一／著 小学館

21 金子兜太 井口 時男／著 藤原書店

22 ガリンペイロ 国分 拓／著 新潮社

23 監殺　　（角川文庫 ふ31-7） 古野 まほろ／[著] KADOKAWA

24 聴耳草紙　　（ちくま学芸文庫 サ26-1） 佐々木 喜善／著 筑摩書房

25 きせつを楽しむ子ども服　　（Heart Warming Life Series） 中山 ゆい／著 日本ヴォーグ社
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26 君の心を読ませて 浜口 倫太郎／著 実業之日本社

27 逆・タイムマシン経営論 楠木 建／著 日経BP

28 近代日本宗教史　第1巻 島薗 進／編 春秋社

29
金融老年学の基本から学ぶ、認知症からあなたと家族
の財産を守る方法　　（星海社新書 175）

木下 翔太郎／著 星海社

30 「暮し」のファシズム　　（筑摩選書 0208） 大塚 英志／著 筑摩書房

31 経済学で考える社会保障制度 安岡 匡也／著 中央経済社

32 ゲート　SEASON2-1 柳内 たくみ／著 アルファポリス

33 GENKYO横尾忠則　1 横尾 忠則／[作] 国書刊行会

34 原発事故自治体からの証言　　（ちくま新書 1554） 今井 照／編 筑摩書房

35 原発事故は終わっていない 小出 裕章／著 毎日新聞出版

36
心とからだの緊急メンテナンス。　　（MAGAZINE HOUSE
MOOK）

マガジンハウス

37 古都妖異譚 篠原 美季／著 講談社

38 子どもの貧困とチームアプローチ 松田 恵示／監修 書肆クラルテ

39 ザ・ワンピース　2　　（篠原ともえのソーイングBOOK） 篠原 ともえ／著
文化学園文化出
版局

40 サピエンスの未来　　（講談社現代新書 2605） 立花 隆／著 講談社

41 サン&ムーン　　（小学館文庫 す16-1） 鈴峯 紅也／著 小学館

42 38歳までに受けたい「甘くない」お金の授業 井上 ヨウスケ／著 ぱる出版

43
J1&J2&J3選手名鑑　2021　　（NSK MOOK サッカーダイ
ジェスト）

サッカーダイジェスト／
責任編集

日本スポーツ企画
出版社

44
しぐれ迷い橋　　（二見時代小説文庫 も1-24 柳橋もの
がたり 6）

森 真沙子／著 二見書房

45 10歳から始める!起業家になるための「7つのレッスン」 船ケ山 哲／著 辰巳出版

46 死神さん　　（幻冬舎文庫 お-60-1） 大倉 崇裕／[著] 幻冬舎

47 風巻 鳴神 響一／著 早川書房

48 じゃ、また世界のどこかで。 近藤 大真／著 KADOKAWA

49 主婦業9割削減宣言 唐仁原 けいこ／著 中央公論新社

50 小説アノニマス 西条 みつとし／著 光文社
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51 白い骨片 クリストフ・コニェ／著 白水社

52 新型センサーX 真鍋 英吾／著
幻冬舎メディアコン
サルティング

53 人類堆肥化計画 東 千茅／著 創元社

54
スイッチ「ピ!」で焼きたて!炊飯器でパンとケーキができ
ちゃった!

吉永 麻衣子／著 主婦の友社

55 須賀敦子が選んだ日本の名作　　（河出文庫 す4-13） 須賀 敦子／編 河出書房新社

56 性の歴史　4
ミシェル・フーコー／
[著]

新潮社

57 政治学の第一歩　　（有斐閣ストゥディア） 砂原 庸介／著 有斐閣

58 税理士のための保育所の会計・税務・経営サポート OAG監査法人／著 第一法規

59 ゼロからのOS自作入門　　（Compass Programming） 内田 公太／著 マイナビ出版

60 乃公出でずんば 渋沢栄一伝 北 康利／著 KADOKAWA

61 だからヤクザを辞められない　　（新潮新書 897） 廣末 登／著 新潮社

62 田中角栄上司の心得 小林 吉弥／著 幻冬舎

63 地域医療は再生するか 三原 岳／著 医薬経済社

64 貯金感覚でできる3000円投資生活DELUXE 横山 光昭／著 アスコム

65 デイヴィッド・ルイスの哲学 野上 志学／著 青土社

66 寺山修司を待ちながら 石田 和男／著 言視舎

67 ドイツのことば図鑑 野口 真南／著 KADOKAWA

68 等話 松田 道雄／著 新評論

69 特攻する噺家 瀧川 鯉斗／著 ワニブックス

70 中原淳一の子ども服 ひまわりや／監修 世界文化社

71
20歳のときに知っておきたかったこと　　（スタンフォード
大学集中講義）

ティナ・シーリグ／著
CCCメディアハウ
ス

72 日常的実践のポイエティーク　　（ちくま学芸文庫 セ8-1）
ミシェル・ド・セルトー／
著

筑摩書房

73 日本の分断　　（文春新書 1298） 三浦 瑠麗／著 文藝春秋

74 日本のポストフェミニズム 菊地 夏野／著 大月書店

75 猫又お双と一本足の館　　（角川文庫 し54-3） 周木 律／[著] KADOKAWA
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76 ネメシス　1　　（講談社タイガ イD-01） 今村 昌弘／著 講談社

77 農政改革の原点 奥原 正明／著
日経BP日本経済
新聞出版本部

78 鋼の女(ひと)　　（集英社文庫） 下重 暁子／著 集英社

79 白鵬の脳内理論 大庭 大業／著
ベースボール・マ
ガジン社

80 初めてでもできる社会調査・アンケート調査とデータ解析 安藤 明之／著 日本評論社

81 場面別ディアロークで身につけるドイツ語単語4000 HJ クナウプ／著 ベレ出版

82 春を待つ海 川島 秀一／著
冨山房インターナ
ショナル

83 Be Yourself 川原 卓巳／著 ダイヤモンド社

84
ビジネスの装いルール完全BOOK　　（BIGMANスペシャ
ル）

世界文化社

85 ヒトごろし　上　　（新潮文庫 き-31-3） 京極 夏彦／著 新潮社

86 ヒトごろし　下　　（新潮文庫 き-31-4） 京極 夏彦／著 新潮社

87 日々翻訳ざんげ 田口 俊樹／著 本の雑誌社

88 フォン・ノイマンの哲学　　（講談社現代新書 2608） 高橋 昌一郎／著 講談社

89
プロのラーメン店主が教える3ステップ&15分でできるワ
ンパンレシピ

けんます／著 KADOKAWA

90 ベ平連とその時代 平井 一臣／著 有志舎

91 毎日、ふと思う　20 浅見 帆帆子／著 廣済堂出版

92 マイノリティデザイン 澤田 智洋／著 ライツ社

93 まちづくり幻想　　（SB新書 538） 木下 斉／著 SBクリエイティブ

94 緑の牢獄 黄 インイク／著 五月書房新社

95 みんなここにおいでよ 瀧川 直史／著 中日新聞社

96 明治神宮野球大会50年史 明治神宮野球場

97 もしも徳川家康が総理大臣になったら 眞邊 明人／著 サンマーク出版

98 モルトウイスキー・コンパニオン
マイケル・ジャクソン／
著

パイインターナショ
ナル

99
やはり死ぬのは、がんでよかった　　（幻冬舎新書 な-
11-4）

中村 仁一／著 幻冬舎

100
野望の埋火　下　　（二見時代小説文庫 は1-30 居眠り
同心影御用 25）

早見 俊／著 二見書房
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101 ヤマザキマリ対談集
ヤマザキ マリ／[ほか]
著

集英社

102 読む将棋　2021　　（文春ムック） 文藝春秋

103 夜の声を聴く　　（朝日文庫 う27-1） 宇佐美 まこと／著 朝日新聞出版

104
ライフロング・キンダーガーテン創造的思考力を育む4つ
の原則

ミッチェル・レズニック
／著

日経BP社

105 ルナヘヴンリィの大人のかぎ針編みアクセサリー 中里 華奈／著 翔泳社

106 労働Gメンが来る!　　（光文社文庫 う21-1） 上野 歩／著 光文社

107 若見えの呪い　　（集英社文庫 し62-3） 地曳 いく子／著 集英社
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