
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2021年6月30日注文） 80件

№ 書名 著者名 出版社

1 イギリスの競馬サークル ケイト・フォックス／著 小鳥遊書房

2
医薬品業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書
（図解即戦力 豊富な図解と丁寧な解説で、知識0でもわかりやすい!） 松宮 和成／著 技術評論社

3 疼くひと 松井 久子／著 中央公論新社

4 歌うように伝えたい 塩見 三省／[著] 角川春樹事務所

5 伝染(うつ)る恐怖　　（宝島社文庫 Cせ-2-1） 千街 晶之／編 宝島社

6 英語2語トレ 重森 ちぐさ／著 SBクリエイティブ

7 榮久庵憲司とデザインの世界 黒田 宏治／編 美学出版

8
江戸留守居役浦会　　（ハヤカワ時代ミステリ文庫 JAジ
12-1）

伍代 圭佑／著 早川書房

9 Mトレイン パティ・スミス／著 河出書房新社

10 おじいちゃんのたびじたく　　（世界の絵本コレクション） ソ ヨン／文・絵 小峰書店

11 オリヴィエ・メシアンの教室 ジャン・ボワヴァン／著
アルテスパブリッシ
ング

12
女の子の特別な日のドレス　　（レディブティックシリーズ
8074）

ブティック社

13 鍵穴　　（小学館文庫 ホ2-2 警部ヴィスティング）
ヨルン・リーエル・ホル
スト／著

小学館

14 家族と国家は共謀する　　（角川新書 K-351） 信田 さよ子／[著] KADOKAWA

15 考え方で絵は変わる ダテ ナオト／著 マイナビ出版

16
韓国映画・ドラマ-わたしたちのおしゃべりの記録2014ー
2020

西森 路代／著 駒草出版

17 逆境力　　（SB新書 535）
パトリック・ハーラン／
著

SBクリエイティブ

18 共通語の世界史
クロード・アジェージュ
／著

白水社

19 菌の声を聴け 渡邉 格／著 ミシマ社

20 金の角持つ子どもたち　　（集英社文庫 ふ39-1） 藤岡 陽子／著 集英社

21 苦汁200%　　（文春文庫 お76-3） 尾崎 世界観／著 文藝春秋

22 グッド・モーニング・トゥ・ユー! 公文 和子／著
いのちのことば社<
フォレストブックス>

23 権威主義の誘惑
アン・アプルボーム／
著

白水社

24 源泉徴収税額表とその見方　令和3年版 岡本 勝秀／編 日本法令

25 現代語訳流行性感冒 内務省衛生局／編 平凡社
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26 後期日中戦争　　（角川新書 K-354） 広中 一成／[著] KADOKAWA

27 国民義勇戦闘隊と学徒隊　　（朝日選書 1021） 斉藤 利彦／著 朝日新聞出版

28 こくん　　（童心社のおはなしえほん） 村中 李衣／作 童心社

29 駒音高く　　（実業之日本社文庫 さ6-2） 佐川 光晴／著 実業之日本社

30 さまよえるハプスブルク 大津留 厚／著 岩波書店

31 シェフたちのコロナ禍 井川 直子／著 文藝春秋

32 刺繡博物図 atsumi／著 小学館

33 「死にたい」の根っこには自己否定感がありました。 咲 セリ／著 ミネルヴァ書房

34 スターリン
オレーク・V.フレヴ
ニューク／著

白水社

35 すみれ荘ファミリア　　（講談社タイガ ナC-02） 凪良 ゆう／著 講談社

36 総務課の播上君のお弁当　　（宝島社文庫 Cも-6-1） 森崎 緩／著 宝島社

37 即興型ディベートの教科書　　（スーパー・ラーニング） 加藤 彰／著 あさ出版

38
DOUBT　　（角川ホラー文庫 な3-25 東京駅おもてうら交
番・堀北恵平 [5]）

内藤 了／[著] KADOKAWA

39 竹中平蔵 市場と権力　　（講談社文庫 さ122-1） 佐々木 実／[著] 講談社

40 多死社会に備える　　（平凡社新書 965） 長岡 美代／著 平凡社

41 ただいまつもとの事件簿　　（光文社文庫 に14-18） 新津 きよみ／著 光文社

42 探究する精神　　（幻冬舎新書 お-13-4） 大栗 博司／著 幻冬舎

43 短篇ベストコレクション　2020　　（徳間文庫 に15-20） 日本文藝家協会／編 徳間書店

44 超加速経済アフリカ 椿 進／著 東洋経済新報社

45 つのぶねのぼうけん
ダシュカ・スレイター／
文

化学同人

46 冷たい豆満江を渡って 梁 葉津子／著 ハート出版

47
テスラの超兵器を粉砕せよ　上　　（扶桑社ミステリー カ
11-41）

クライブ・カッスラー／
著

扶桑社

48
テスラの超兵器を粉砕せよ　下　　（扶桑社ミステリー カ
11-42）

クライブ・カッスラー／
著

扶桑社

49 テンプル騎士団全史 ダン・ジョーンズ／著 河出書房新社

50 同一労働同一賃金 裁判所の判断がスグわかる本 中野 公義／著 日本法令
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51
トルコ語　　（世界の言語シリーズ 大阪大学外国語学部
16）

宮下 遼／著 大阪大学出版会

52 永田町小町バトル　　（実業之日本社文庫 さ8-1） 西條 奈加／著 実業之日本社

53 名古屋駅西喫茶ユトリロ　[3]　　（ハルキ文庫 お4-5） 太田 忠司／著 角川春樹事務所

54 日本の体罰 アーロン・L.ミラー／著 共和国

55 日本語の教養100　　（河出新書 027） 今野 真二／著 河出書房新社

56 泥濘　　（文春文庫 く9-14 [シリーズ疫病神]） 黒川 博行／著 文藝春秋

57 年金相談標準ハンドブック 井村 丈夫／共著 日本法令

58 脳科学捜査官真田夏希　[5]　　（角川文庫 な66-5） 鳴神 響一／[著] KADOKAWA

59 脳科学捜査官真田夏希　[7]　　（角川文庫 な66-7） 鳴神 響一／[著] KADOKAWA

60 脳科学捜査官真田夏希　[8]　　（角川文庫 な66-8） 鳴神 響一／[著] KADOKAWA

61
働き方の多様化に備える労働条件通知書兼労働契約書
の書式例と実務

富田 直由／編 日本法令

62 半分世界　　（創元SF文庫 SFい1-1） 石川 宗生／著 東京創元社

63 100歳記念すごいぞ!野見山暁治のいま 野見山 暁治／著 青幻舎

64 福岡市長高島宗一郎の日本を最速で変える方法 高島 宗一郎／著 日経BP

65 藤井猛全局集 藤井 猛／著 日本将棋連盟

66 ブラックツイン　[1]　　（双葉文庫 さ-37-13） 沢里 裕二／著 双葉社

67 ブラックツイン　[2]　　（双葉文庫 さ-37-14） 沢里 裕二／著 双葉社

68 ぶり大根が15分でできてなんならお客さんにも出せる さわけん／著 ダイヤモンド社

69
亡国の戦闘艦<マローダー>を撃破せよ!　上　　（扶桑社
ミステリー カ11-43）

クライブ・カッスラー／
著

扶桑社

70
亡国の戦闘艦<マローダー>を撃破せよ!　下　　（扶桑社
ミステリー カ11-44）

クライブ・カッスラー／
著

扶桑社

71 星影さやかに 古内 一絵／著 文藝春秋

72 ポピュリズムとファシズム
エンツォ・トラヴェルソ
／著

作品社

73 本と鍵の季節　　（集英社文庫 よ26-2） 米澤 穂信／著 集英社

74
毎日着たいシャツとブラウス　　（レディブティックシリーズ
8098）

ブティック社

75 三島の子どもたち 日比野 啓／著 白水社

3/4



蔵書へのご提案 購入資料一覧（2021年6月30日注文） 80件

№ 書名 著者名 出版社

76 ミュゲ書房 伊藤 調／著 KADOKAWA

77 未来のドリル　　（講談社現代新書 2621） 河合 雅司／著 講談社

78
名画で読み解くプロイセン王家12の物語　　（光文社新
書 1131）

中野 京子／著 光文社

79 要訣　　（講談社文庫 う57-36 百万石の留守居役 17） 上田 秀人／[著] 講談社

80 私がフェミニズムを知らなかった頃 小林 エリコ／著 晶文社
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