
蔵書へのご提案 購入資料一覧（2021年7月7日注文） 59件

№ 書名 著者名 出版社

1 青空に飛ぶ　　（講談社文庫 こ65-5） 鴻上 尚史／[著] 講談社

2 あの日、松の廊下で　　（文芸社文庫 し6-1） 白蔵 盈太／著 文芸社

3 アメリカン・ベースボール革命 ベン・リンドバーグ／著 化学同人

4 アレクシエーヴィチとの対話
スヴェトラーナ・アレク
シエーヴィチ／著

岩波書店

5
「いそがない人」が、いい人生を送る　　（知的生きかた
文庫 さ4-43）

斎藤 茂太／著 三笠書房

6 イヌは愛である クライブ・ウィン／著 早川書房

7 伊能忠敬の日本地図　　（河出文庫 わ9-1） 渡辺 一郎／著 河出書房新社

8 英語の歴史から考える英文法の「なぜ」　2 朝尾 幸次郎／著 大修館書店

9
英国幻視の少年たち　[1]　　（ポプラ文庫ピュアフル Pふ
-4-1）

深沢 仁／[著] ポプラ社

10
英国幻視の少年たち　2　　（ポプラ文庫ピュアフル Pふ-
4-2）

深沢 仁／[著] ポプラ社

11
英国幻視の少年たち　3　　（ポプラ文庫ピュアフル Pふ-
4-3）

深沢 仁／[著] ポプラ社

12
英国幻視の少年たち　4　　（ポプラ文庫ピュアフル Pふ-
4-4）

深沢 仁／[著] ポプラ社

13
英国幻視の少年たち　5　　（ポプラ文庫ピュアフル Pふ-
4-5）

深沢 仁／[著] ポプラ社

14
英国幻視の少年たち　6　　（ポプラ文庫ピュアフル Pふ-
4-6）

深沢 仁／[著] ポプラ社

15
AIエンジニアのための機械学習システムデザインパター
ン　　（AI&TECHNOLOGY）

澁井 雄介／著 翔泳社

16 AI・データ分析プロジェクトのすべて 大城 信晃／監修・著 技術評論社

17 黄金の檻　　（ハヤカワ文庫 NV 1482） カミラ・レックバリ／著 早川書房

18 贈る飾る私の切り紙 矢口 加奈子／著 イースト・プレス

19 推し飯研究会　　（集英社オレンジ文庫 あ9-1） 秋杜 フユ／著 集英社

20
おしゃれな人には理由がある　　（知的生きかた文庫 い
84-1 わたしの時間シリーズ）

石田 純子／著 三笠書房

21 海外で結果を出す人は、「異文化」を言い訳にしない グロービス／著 英治出版

22 キャラクター　　（小学館文庫 な37-1） 長崎 尚志／著 小学館

23
今日は心のおそうじ日和　2　　（メディアワークス文庫 な
3-10）

成田 名璃子／[著] KADOKAWA

24 孤絶　　（P+D BOOKS） 芹沢 光治良／著 小学館

25 子どもの自己効力感を育む本 松村 亜里／著 WAVE出版
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26 コロナ対策禍の国と自治体　　（ちくま新書 1575） 金井 利之／著 筑摩書房

27 THE HEAD　　（集英社オレンジ文庫 ひ2-9）
アレックス・パストール
／原作

集英社

28 THE HEAD前日譚　　（集英社オレンジ文庫 え1-1）
アレックス・パストール
／原作

集英社

29 災害からの命の守り方 森松 明希子／著 文芸社

30
最後の大舞台　　（ハルキ文庫 は10-7 時代小説文庫
千両役者捕物帖 [7]）

幡 大介／著 角川春樹事務所

31 さよならテレビ　　（平凡社新書 976） 阿武野 勝彦／著 平凡社

32
疾風怒濤　　（二見時代小説文庫 ば1-12 天下御免の信
十郎 8）

幡 大介／著 二見書房

33 資本主義だけ残った
ブランコ・ミラノヴィッチ
／[著]

みすず書房

34 小説孤狼の血LEVEL2　　（角川文庫 ゆ14-101） 柚月 裕子／原作 KADOKAWA

35 新訳更級日記 [菅原孝標女／著] 花鳥社

36 脱セクシュアル・ハラスメント宣言 角田 由紀子／編著 かもがわ出版

37 ダンス・イン・ザ・ファーム 中村 明珍／著 ミシマ社

38 中国生業図譜 相田 洋／著 集広舎

39 罪の因果性 横関 大／著 KADOKAWA

40 デジノグラフィ
博報堂生活総合研究
所／著

宣伝会議

41
夏まち舞台　　（ハルキ文庫 は10-5 時代小説文庫 千両
役者捕物帖 [5]）

幡 大介／著 角川春樹事務所

42 日本車は生き残れるか　　（講談社現代新書 2617） 桑島 浩彰／著 講談社

43 ハニオ日記　1 石田 ゆり子／著 扶桑社

44 ハニオ日記　2 石田 ゆり子／著 扶桑社

45 ハニオ日記　3 石田 ゆり子／著 扶桑社

46 パリのひと皿ごはん マリコ・デュプレシ／著 扶桑社

47
姫さま、お輿入れ　　（ハルキ文庫 は10-2 時代小説文
庫 千両役者捕物帖 [2]）

幡 大介／著 角川春樹事務所

48 ふたたびの春に　　（祥伝社黄金文庫 Gわ9-1） 和合 亮一／著 祥伝社

49 ホワイト・フラジリティ
ロビン・ディアンジェロ
／著

明石書店

50 マオとミカド 城山 英巳／著 白水社
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51 マンマが教えるシチリアのおうちごはん 小湊 照子／文 イカロス出版

52
水戸の若さま　　（ハルキ文庫 は10-6 時代小説文庫 千
両役者捕物帖 [6]）

幡 大介／著 角川春樹事務所

53 原野(ムーア)の館　　（創元推理文庫 Mテ6-5）
ダフネ・デュ・モーリア
／著

東京創元社

54 無垢の傷痕　　（双葉文庫 あ-65-02） 麻見 和史／著 双葉社

55 名作なんか、こわくない　　（PHP文芸文庫 ゆ2-1） 柚木 麻子／著 PHP研究所

56 モビリティー革命2030　続
デロイトトーマツコンサ
ルティング／著

日経BP

57
Yuuのラクうま♥野菜まるごとレシピ　　（FUSOSHA
MOOK）

Yuu／著 扶桑社

58 よくわかる一神教 佐藤 賢一／著 集英社

59 私の見たソビエット・ロシヤ 小林 一三／著 教育評論社
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