
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2021年5月5日注文） 60件

№ 書名 著者名 出版社

1 アースダイバー神社編 中沢 新一／著 講談社

2 アニメのワンシーンのように。 Akine Coco／著 芸術新聞社

3 アヒルかも!ウサギかも!
エイミー・クラウス・ロー
ゼンタール／著

光文社

4 生贄探し　　（講談社+α新書 823-2C） 中野 信子／[著] 講談社

5 稲荷町グルメロード　　（ハルキ文庫 ゆ7-1） 行成 薫／著 角川春樹事務所

6 宇佐美圭司 宇佐美 圭司／[画]
東京大学駒場博
物館

7
江戸早指南　　（二見時代小説文庫 く2-31 小料理のど
か屋人情帖 31）

倉阪 鬼一郎／著 二見書房

8 女ともだち はらだ 有彩／著 大和書房

9 加藤周一青春ノート 加藤 周一／著 人文書院

10
漢字を使った文化はどう広がっていたのか　　（東アジア
文化講座 2）

金 文京／編 文学通信

11
完璧すぎる結婚　　（二見文庫 ヘ4-1 ザ・ミステリ・コレク
ション）

グリア・ヘンドリックス
／著

二見書房

12 気候変動から読みなおす日本史　1 中塚 武／監修 臨川書店

13 気候変動から読みなおす日本史　2 中塚 武／監修 臨川書店

14 気候変動から読みなおす日本史　3 中塚 武／監修 臨川書店

15 気候変動から読みなおす日本史　4 中塚 武／監修 臨川書店

16 気候変動から読みなおす日本史　5 中塚 武／監修 臨川書店

17 気候変動から読みなおす日本史　6 中塚 武／監修 臨川書店

18 極める。Excel きたみ あきこ／著 翔泳社

19
グッバイ・イエロー・ブリック・ロード　　（東京バンドワゴン
[16]）

小路 幸也／著 集英社

20 ぐるぐるマップEast　vol.46 静岡新聞社

21
これは経費で落ちません!　8　　（集英社オレンジ文庫 あ
3-9）

青木 祐子／著 集英社

22 災後日本の電力業 橘川 武郎／著
名古屋大学出版
会

23 最高のアフタヌーンティーの作り方 古内 一絵／著 中央公論新社

24 仕事と人生　　（講談社現代新書 2610） 西川 善文／著 講談社

25 資本主義から脱却せよ　　（光文社新書 1119） 松尾 匡／著 光文社
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26 邪神の天秤　　（講談社ノベルス アAK-14） 麻見 和史／著 講談社

27 少子化論　続 松田 茂樹／著 学文社

28 人類とイノベーション マット・リドレー／著 ニューズピックス

29 少しぐらいの噓は大目に　　（新潮文庫 む-3-21） 向田 邦子／著 新潮社

30 精神科医が教える後悔しない怒り方 伊藤 拓／著 ダイヤモンド社

31
瀬戸際のハケンと窓際の正社員　　（集英社オレンジ文
庫 ゆ2-8）

ゆきた 志旗／著 集英社

32 戦争が巨木を伐った　　（平凡社選書 236） 瀬田 勝哉／著 平凡社

33 千里眼の復活　　（角川文庫 ま26-115） 松岡 圭祐／[著] KADOKAWA

34
大学入試数学不朽の名問100　　（ブルーバックス B-
2168）

鈴木 貫太郎／著 講談社

35 たいくつなにちようび MICAO／さく・え 理論社

36 ダンとアンヌとウルトラセブン 森次 晃嗣／著 小学館

37 地中海世界の中世史 小林 功／編著 ミネルヴァ書房

38 中世ヨーロッパ
ウィンストン・ブラック／
著

平凡社

39 伝記オリヴィエ・メシアン　上 ピーター・ヒル／著 音楽之友社

40 伝記オリヴィエ・メシアン　下 ピーター・ヒル／著 音楽之友社

41
天使たちの課外活動　7　　（C・NOVELS Fantasia か1-
76）

茅田 砂胡／著 中央公論新社

42
天使たちの課外活動　8　　（C・NOVELS Fantasia か1-
77）

茅田 砂胡／著 中央公論新社

43 倒錯のロンド　　（講談社文庫 お63-24） 折原 一／[著] 講談社

44 ドガさんをおいかけて
エヴァ・モンタナーリ／
作

文化学園文化出
版局

45 土偶を読む 竹倉 史人／著 晶文社

46 となりの一休さん 伊野 孝行／絵と文 春陽堂書店

47 2.43　代表決定戦編2　　（集英社文庫 か71-4） 壁井 ユカコ／著 集英社

48 日本の教育はダメじゃない　　（ちくま新書 1549） 小松 光／著 筑摩書房

49
柊先生の小さなキッチン　　（集英社オレンジ文庫 た4-
2）

高森 美由紀／著 集英社

50 ひとりでぼっち くすのき しげのり／作 学研プラス
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51 百囀　　（鶴叢書 第355篇 令和俳句叢書 1） 大石 悦子／著 ふらんす堂

52 ブルーインク・ストーリー 安西 カオリ／著 新潮社

53
ホーンテッド・キャンパス　[18]　　（角川ホラー文庫 く5-
18）

櫛木 理宇／[著] KADOKAWA

54 ボクなかないよ! なかむら けいこ／文
垂井日之出印刷
所

55 ポストコロナと中国の世界観 姫田 小夏／著 集広舎

56
ホテルクラシカル猫番館　4　　（集英社オレンジ文庫 こ
2-14）

小湊 悠貴／著 集英社

57 名人を獲る 田丸 昇／著 国書刊行会

58 メディア支配 松田 浩／著 新日本出版社

59
理科室のがいこつボキボキ　　（シルカ小学校のブキミと
もだち）

末吉 暁子／作 偕成社

60 わたし、定時で帰ります。　[3] 朱野 帰子／[著] 新潮社
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