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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2013-1 A History of Hundred Years of Nippon Suisan Kaisha,Ltd. 宇田川　勝　　上原征彦 日本水産（株）

原装2013-2 あいうえおのえほん 内田麟太郎/文　　西村繁男/絵 （株）童心社

原装2013-3 赤vs黄　～タイのアイデンティティ・クライシス ニック・ノスティック/著　　大野浩/訳 （株）めこん

原装2013-4 明石被服興業株式会社80周年誌 赤星　豊 明石被服興業（株）

原装2013-5 あした、せかいが 三角みづ紀/言葉　　青山健一/絵 書肆侃侃房

原装2013-6 アステイオン76 （公財）サントリー文化財団　アステイオン編集委員会 （株）阪急コミュニケーションズ

原装2013-7 遊ぶ　（生命誌 年刊号　vol.69-72） 中村桂子 （株）生命誌研究館　（株）新曜社

原装2013-8 嵐のピクニック 本谷有希子 （株）講談社

泡坂妻夫引退公演　第一幕絡繰 泡坂妻夫/著　　新保博久/編 （株）東京創元社

泡坂妻夫引退公演　第二幕手妻 泡坂妻夫/著　　新保博久/編 （株）東京創元社

原装2013-11 粟津 潔、マクリヒロゲル　金沢21世紀美術館　コレクション・カタログ 金沢21世紀美術館 （株）現代企画室

原装2013-12 EELS ON THE MOVE 黒木真理　塚本勝巳 東海大学出版会

原装2013-13 イソップ物語 いまいあやの BL出版（株）

原装2013-14 いつか別れの日のために 高階杞一 （株）澪標

原装2013-15 犬とつばめ 雨隠ギド エディス編集部

原装2013-16 「イヤな気持ち」を消す技術 苫米地英人 フォレスト出版（株）

原装2013-17 ヴァーチャル・ウィンドウ　―アルベルティからマイクロソフトまで― アン・フリードバーグ/著　　井原慶一郎　　宗 洋/訳 産業図書（株）

原装2013-9
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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2013-18 英国の演技術 三輪えり花 玉川大学出版部

原装2013-19 英単語ターゲット1900　[5訂版]　COOL 宮川幸久　ターゲット編集部 （株）旺文社

原装2013-20 英単語ターゲット1900　[5訂版]　SWEET 宮川幸久　ターゲット編集部 （株）旺文社

原装2013-21 ＡＤＣ年鑑2012 東京・アートディレクターズクラブ （株）美術出版社

原装2013-22 絵金　極彩の闇 高知県立美術館/監修 グラムブックス

原装2013-23 江戸　酒の文化 清 博美 川柳雑俳研究会

原装2013-24 絵本　アランの幸福論 アラン （株）PHP研究所

原装2013-25 MIT認知科学大事典 中島秀之/監訳 共立出版（株）

原装2013-26 エンジニアのための化学 M.J.Shultz/著　　長谷川哲也/訳 （株）東京化学同人

原装2013-27 大奥　第8巻 よしながふみ （株）白泉社

原装2013-28 大奥　第9巻 よしながふみ （株）白泉社

原装2013-29 小岐須雅之画集　Phenomenon 小岐須雅之 （株）飛鳥新社

思い出食堂⑧　平成25年新春編
魚乃目三太　　栗山裕史　　しゅりんぷ小林
高井研一郎　他

（株）少年画報社

思い出食堂⑥　春・旅の味編
魚乃目三太　　栗山裕史　　しゅりんぷ小林
高井研一郎　他

（株）少年画報社

思い出食堂⑦　北の大地編
魚乃目三太　　栗山裕史　　しゅりんぷ小林
高井研一郎　他

（株）少年画報社

原装2013-31 快感回路　―なぜ気持ちいいか　なぜやめられないか デイヴィッド・J・リンデン/著　　岩坂　彰/訳 （株）河出書房新社

原装2013-32 化学・生命科学のための線形代数 小島正樹 （株）東京化学同人

原装2013-30
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原装2013-33 雅語・歌語　五七語事典 西方草志 （株）三省堂

原装2013-34 ガソリン　笹井一個作品集 笹井一個 （株）飛鳥新社

原装2013-35 学校の音を聞くと懐かしくて死にたくなる せきしろ （株）エンターブレイン

原装2013-36 金岡新聞 金岡 陸 （株）飛鳥新社

原装2013-37 彼の地へ　3・11からのメッセージ 高橋佳子 三宝出版（株）

原装2013-38 鎌仲監督VS福島大学1年生　3.11を学ぶ若者たちへ 鎌仲ひとみ　中里見博/編著 子どもの未来社

原装2013-39 家紋のすべてがわかる本 高澤　等/監修 （株）PHP研究所

原装2013-40 漢検　10級　漢字学習ステップ　改訂版 （財）日本漢字能力検定協会 （公財）日本漢字能力検定協会

原装2013-41 漢検　10級　漢字学習ステップ　改訂版　ワイド版 （財）日本漢字能力検定協会 （公財）日本漢字能力検定協会

原装2013-42 漢検　2級　ハンディ漢字学習　改訂版 （財）日本漢字能力検定協会 （公財）日本漢字能力検定協会

原装2013-43 漢検　2級　分野別問題集　改訂二版 （財）日本漢字能力検定協会 （公財）日本漢字能力検定協会

原装2013-44 神田橋條治　精神科講義 神田橋條治/著　　林 道彦　　かすまえりこ/編 （株）創元社

原装2013-45 基礎コース　物理学 Jim Breithaupt/著　　狩野　覚/監訳 （株）東京化学同人

原装2013-46 北村太郎の全詩篇 北村太郎の全詩篇　刊行委員会/編 （株）飛鳥新社

原装2013-47 きゃっきゃ　キャベツ いわさゆうこ （株）童心社

原装2013-48 救世譜歌集　　だれもが人間らしく生きるために 梶田惠吉　　梶田凡百/著 （株）文芸社

原装2013-49 キラキラ子どもブックガイド キラキラ読書クラブ/編 玉川大学出版部
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原装2013-50 草にすわる 市河紀子/選詩　　保手濱拓/絵 （株）理論社

原装2013-51 熊野　八咫烏 山本殖生 （株）原書房

原装2013-52 くらしのこよみ　七十二の季節と旬をたのしむ歳時記 うつくしいくらしかた研究所 （株）平凡社

原装2013-53 グランパ・グリーンの庭 レイン・スミス/作　　青山 南/訳 BL出版（株）

原装2013-54
群像としての丹下研究室　戦後日本建築・都市史のメ
インストリーム

豊川斎赫 （株）オーム社

原装2013-55 形而上学の可能性を求めて　山本信の哲学
山本 信　他/著　　佐藤徹郎　　雨宮民雄
佐々木能章　　黒崎政男　　森　一郎/編

（株）工作舎

原装2013-56 芸術家ガリレオ・ガリレイ　―月・太陽・手 ホルスト・ブレーデカンプ/著　　原 研二/訳 産業図書（株）

原装2013-57 ケイン基礎生物学 M.L.Cain　他/著　　上村慎治/監訳 （株）東京化学同人

ケーキのためのパインがない　BOOK1 荒木スミシ ノンカフェブックス

ケーキのためのパインがない　BOOK2 荒木スミシ ノンカフェブックス

ケーキのためのパインがない　BOOK3 荒木スミシ ノンカフェブックス

原装2013-61 劇場版　魔法少女まどか☆マギカ　KEY　ANIMATION　NOTE　EXTRA シャフト企画室　大嶋美句＋上治友世　柴山義昌/編集　 （有）シャフト

原装2013-62 決定版　横浜の地産地消ガイドブック　食べる。横浜 『食べる。横浜』制作委員会 （株）神奈川新聞社

原装2013-63 『言語』セレクション　第1巻 大修館書店　月刊『言語』編集部 （株）大修館書店

原装2013-64 『言語』セレクション　第2巻 大修館書店　月刊『言語』編集部 （株）大修館書店

原装2013-65 『言語』セレクション　第3巻 大修館書店　月刊『言語』編集部 （株）大修館書店

原装2013-66 幻想都市風景　―建築家 光嶋裕介ドローイング集 光嶋裕介 （株）羽鳥書店

原装2013-58
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原装2013-67 現代語訳　完本　浄瑠璃物語 信多純一 （有）和泉書院

原装2013-68 Go Hasegawa Works　―長谷川豪作品集 長谷川　豪 TOTO出版

原装2013-69 国学の始祖　荷田春満 根岸茂夫　　松本久史　他 國學院大学

児島善三郎　秀作撰 兒嶋俊郎 遊友出版（株）

児島善三郎　油彩画総覧 兒嶋俊郎 遊友出版（株）

原装2013-72 古代ギリシアとスポーツ文化　―新たなるスポーツ像を求めて 渡部憲一 高菅出版

原装2013-73 こども大百科　大図解 （株）小学館

原装2013-74 子どもたちの100の言葉　レッジョ・エミリアの幼児教育実践記録 レッジョ・チルドレン/著　　ワタリウム美術館/編 （株）日東書院本社

原装2013-75 これが応用哲学だ！ 戸田山和久　　美濃 正　出口康夫 大隅書店

原装2013-76 SURF AND BEACH 30+MONOCHROME エイアールディー　　稲垣雅彦　　マーク・ダンカン/訳 （株）エイアールディー

原装2013-77 SAVILE　ROW 長谷川喜美/著　　エドワード・レイクマン/写真 （有）万来舎

札幌大谷大学短期大学部開学50周年　記念誌「創造の道」
札幌大谷大学短期大学部開学50周年記念
誌　編集部会

札幌大谷大学

札幌大谷大学短期大学部開学50周年　記録誌「50年の歩みを読む」
札幌大谷大学短期大学部開学50周年記念
誌　編集部会

札幌大谷大学

原装2013-80 詩学講義　無限のエコー 吉増剛造 慶應義塾大学出版会（株）

原装2013-81 屍者の帝国 伊藤計劃　円城　塔 （株）河出書房新社

原装2013-82 詩集　徘徊者 中原道夫 土曜美術社出版販売（株）

原装2013-83 詩集　House 中村不二夫 土曜美術社出版販売（株）

原装2013-70

原装2013-78
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原装2013-84 実践　医用画像解析ハンドブック
藤田広志　石田隆行　桂川茂彦/監修　　原　武
史　目加田慶人　加野亜紀子　羽石秀昭/共編

（株）オーム社

原装2013-85 実測図で読む　ガウディの建築 田中裕也 （株）彰国社

原装2013-86 シフト ジェニファー・ブラッドベリ/著　　小梨 直/訳 （株）福音館書店

原装2013-87 詩文集　哀悼と怒り　～桜の国の悲しみ 御庄博実　石川逸子 （株）西田書店

原装2013-88 自分の強みをつくる ―“なりたい自分”を“自分”にしちゃえ。 伊藤春香（はあちゅう） （株）ディスカヴァー・トゥエンティワン

原装2013-89
写真の誘惑　―記録の行方　記録集　国立国際美術
館35周年記念集

隈 千夏　阿部謙一　島 敦彦　橋本梓　竹内万里子 国立国際美術館

原装2013-90 写真分離派宣言 鈴木理策　鷹野隆大　松江泰治　倉石信乃　清水 穣 （株）青幻舎

原装2013-91 終戦戦後日記（1945-50年） 穂積重遠/著　　大村敦志/校訂 （株）有斐閣

原装2013-92 10年後、ともに会いに 寺井暁子 クルミド出版

原装2013-93 宗侶入門　―得度したあなたへ― 曹洞宗宗務庁　出版部 曹洞宗宗務庁

原装2013-94 「祝！九州」写真集　HOMETOWN　EXPRESS HOMETOWN　EXPRESS製作委員会 書肆侃侃房

原装2013-95 しょうがつがくると 川崎 洋/作　　沢田としき/絵 鈴木出版（株）

原装2013-96 初級クラウン　英和・和英辞典　第10版　CD付き 田島伸悟　三省堂編修所/編 （株）三省堂

原装2013-97 初級クラウン　英和辞典　第12版 田島伸悟　三省堂編修所/編 （株）三省堂

原装2013-98 初級クラウン　和英辞典　第10版 田島伸悟　三省堂編修所/編 （株）三省堂

原装2013-99 植物図鑑　Encyclopedia of Flowers 東 信/アートワーク　　椎木俊介/写真 （株）青幻舎

原装2013-100 ジョルジュ・ルオー　サーカス 道化師 坂井基樹＋竹見洋一郎（坂井編集企画事務所）/編 （株）青幻舎
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原装2013-101 白川義員作品集　永遠の日本 白川義員 （株）小学館

原装2013-102 しろねこ　くろねこ きくちちき （株）学研教育出版

原装2013-103 新　馬の医学書 日本中央競馬会　競走馬総合研究所 （株）緑書房

原装2013-104 新・美術空間散歩 青野尚子　シヲバラタク （株）日東書院本社

原装2013-105 新宿、わたしの解放区 佐々木美智子　岩本茂之 寿郎社

原装2013-106 新版ホビット　ゆきてかえりし物語 J・R・R・トールキン （株）原書房

原装2013-107 新明解国語辞典　第七版
山田忠雄　柴田　武　酒井憲二　倉持保男　山
田明雄　上野善道　井島正博　笹原宏之/編

（株）三省堂

原装2013-108 新明解国語辞典　第七版　特装版
山田忠雄　柴田　武　酒井憲二　倉持保男　山
田明雄　上野善道　井島正博　笹原宏之/編

（株）三省堂

原装2013-109
深夜、雷鳴のなかでしきりに鳴きつづける野犬の遠吠
えに、ふと永遠を思っていた　―平野遼水彩素描集

平野清子/編　　平野遼/画・文 みずのわ出版

原装2013-110 スーフと白い馬 いもとようこ/文・絵 （株）金の星社

原装2013-111 スカイツリー施設巡り本＆ペットならべゲーム 関場　純 （有）ヒラメキ工房

原装2013-112 すき好きノート 谷川俊太郎 （株）アリス館

原装2013-113 Starry　☆　Sky　Art　Book　vol.1 honeybee ・　カズアキ エディス編集部

原装2013-114 須田悦弘展図録 須田悦弘　　千葉市美術館 千葉市美術館

原装2013-115 ストラスブール物語　1974-1979 松浦たか子 （株）西田書店

原装2013-116 スペンサー基礎化学　物質の成り立ちと変わりかた（上） J.N.Spencer  G.M.Bodner  L.H.Rickard/著　　渡辺正/訳 （株）東京化学同人

原装2013-117 スペンサー基礎化学　物質の成り立ちと変わりかた（下） J.N.Spencer  G.M.Bodner  L.H.Rickard/著　　渡辺正/訳 （株）東京化学同人
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原装2013-118 ggg Books　別冊　横尾劇場 横尾忠則 （公財）DNP文化振興財団

原装2013-119 聖地と祈りの宗教社会学　―巡礼ツーリズムが生み出す共同性 岡本亮輔 （有）春風社

原装2013-120 世界 岡田 敦 （株）赤々舎

原装2013-121 世界ヴィンテージ・カメラ大全 根本泰人　季刊analog 東京書籍（株）

原装2013-122 ショパン全書簡　1816～1831年　―ポーランド時代
ゾフィア・ヘルマン　ズビグニェフ・スコヴロン　ハンナ・ヴルブレスカ＝
ストラウス/編　　関口時正　重川真紀　平岩理恵　西田諭子/訳 （株）岩波書店

原装2013-123 せんろはつづく　すごろく　デラックス版 鈴木まもる/作・絵 （株）金の星社

原装2013-124 ソウルダスト　―＜意識＞という魅惑の幻想 ニコラス・ハンフリー/著　　柴田裕之/訳 （株）紀伊國屋書店

原装2013-125 素数夜曲　―女王陛下のLISP 吉田　武 東海大学出版会

原装2013-126 そらののりものえほん いしかわこうじ （株）童心社

原装2013-127 ミルフイユ04　今日のつくり方
佐藤　泰/甲斐賢治（せんだいメディアテー
ク）　　姫野希美（㈱赤々舎）

（株）赤々舎

原装2013-128 対岸 百々 新 （株）赤々舎

原装2013-129
大震災　日本列島が揺れた　高校生・高等専修学校生
75人の記録

NPO法人仕事への架け橋/編　　まど・みちお/画 （株）小峰書店

原装2013-130 たいせつなことは船が教えてくれる 藤沢優月/著 （株）金の星社

原装2013-131 “TIME CAPSULE1958-2012”　文珠四郎義博作品集 文珠四郎義博 （株）文珠デザインスタジオ

原装2013-132 「正しい」とは何か？　―武田教授の眠れない講義 武田邦彦/著　　和阪直之/編 （株）小学館

原装2013-133 だしとは何か 熊倉功夫　　伏木　亨/監修 （株）アイ・ケイコーポレーション

原装2013-134 建物と日本人　移ろいゆく物語 共同通信社取材班 東京書籍（株）
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原装2013-135 田中慎弥の掌劇場 田中慎弥 毎日新聞社

原装2013-136 たのしい写真2　ポートレイト　市川実日子 ホンマタカシ
（株）平凡社　※平はハの字に開く特
殊文字（以下、平凡社は全て同様）

原装2013-137 タマゴイスにのり 井上洋介 鈴木出版（株）

原装2013-138 タラチネ・ドリーム・マイン 雪舟えま/著　　藤本真佐夫　杉田淳子/編集 PARCO出版

原装2013-139 俵万智　3・11短歌集　あれから 俵 万智/短歌　　山中桃子/絵 （株）今人舎

原装2013-140 チェ・ゲバラ　革命日記 エルネスト・チェ・ゲバラ （株）原書房

原装2013-141 地球全史　写真が語る46億年の奇跡 白尾元理/写真　　清川昌一/解説 （株）岩波書店

原装2013-142 地球博物学大図鑑
スミソニアン協会/監修　　デイヴィッド・バー
ニー/顧問編集　　西尾香苗　他/訳

東京書籍（株）

原装2013-143 地図の中の札幌　―街の歴史を読み解く 堀　淳一 （株）亜璃西社

原装2013-144 超ふしぎ体験！立体トリックアート工作キットブック 杉原厚吉/著 （株）金の星社

原装2013-145 陳若曦自伝　堅持して悔いなし 陳　若曦/著　　澤田隆人/訳　　吉田重信/監訳 （株）西田書店

原装2013-146 つくることば　いきることば 永井一正 （株）六耀社

原装2013-147 つやっつや　なす いわさゆうこ （株）童心社

原装2013-148 手から手へ 池井昌樹/著　　植田正治/撮影　　山本純司/編 （株）集英社

原装2013-149 テキスタイル用語辞典 成田典子 （株）テキスタイル・ツリー

原装2013-150 テキストブックシリーズ　臨床栄養学Ⅰ　基礎編 近藤和雄　　中村丁次 第一出版（株）

原装2013-151 テディ・ロビンソンのたんじょう日 ジョーン・Ｇ・ロビンソン/作・絵　　小宮 由/訳 （株）岩波書店
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原装2013-152 どうぶつぶつ たちばなれんじ/写真　　リリー・フランキー/ことば PARCO出版

原装2013-153
特殊印刷・加工実物見本帳　[箔押し・コールドフォイ
ル・空押し・表面加工編]

堀 知文/監修　　杉山久仁彦/著　　MdN編集部/編 （株）エムディエヌコーポレーション

原装2013-154
ドクメンタ13マテリアルズ：09“スクラッブブック＃67/宇
和島バージョン”（ハードカバー版）

大竹伸朗 （有）エディション・ノルト

原装2013-155 都市木造のヴィジョンと技術
腰原幹雄　小杉栄次郎　山田敏博　team
Timberize/共著

（株）オーム社

原装2013-156 どっかん　だいこん いわさゆうこ （株）童心社

原装2013-157 TOPOPHILIA 由良 環 （株）コスモスインターナショナル

原装2013-158 どんなおはながさくのかな？
よしかわあゆみ/作者　　小林映子/協力
福本正幸/監修

特定非営利活動法人ユニバーサルデ
ザイン絵本センター

原装2013-159 night rainbow　祝福の虹 高砂淳二/著　　尾崎靖/編集 （株）小学館

原装2013-160 中井貞次作品集　―イメージを染める― 中井貞次 （株）求龍堂

原装2013-161 長崎の教会 白井 綾 （株）平凡社

中島敦『李陵・司馬遷』図版編 中島 敦/著　　山下真史　村田秀明/編集・解題 中島敦の会

中島敦『李陵・司馬遷』定本編 中島 敦/著　　山下真史　村田秀明/編集・解題 中島敦の会

原装2013-164 空中空 宮永愛子 （株）青幻舎

原装2013-165
永谷園のお茶づけ海苔でおもてなし　お茶づけ海苔を
使った簡単フルコースレシピ

小寺ななえ （株）ぶんか社

原装2013-166 七夜物語　上 川上弘美 （株）朝日新聞出版

原装2013-167 七夜物語　下 川上弘美 （株）朝日新聞出版

原装2013-168 なにわ古書肆　鹿田松雲堂　五代のあゆみ
四元弥寿/著　　　飯倉洋一　柏木隆雄　山
本和明　山本はるみ　四元大計視/編

（有）和泉書院

原装2013-162
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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2013-169 ナポレオン　愛の書簡集 草場安子 （株）大修館書店

原装2013-170 涙垰 戸塚らばお （株）菁文社

原装2013-171 なみだふるはな 石牟礼道子　藤原新也 （株）河出書房新社

原装2013-172 日本近現代医学人名事典[1868-2011] 泉 孝英 （株）医学書院

原装2013-173 日本語に関する十二章　―詫びる？詫びない？日本人 工藤力男 （有）和泉書院

原装2013-174
日本の「人魚」像　―『日本書紀』からヨーロッパの「人
魚」像の受容まで―

九頭見和夫 （有）和泉書院

原装2013-175 日本のベラ大図鑑 西山一彦/著　　本村浩之/監修 東方出版（株）

原装2013-176 日本美術全集2　法隆寺と奈良の寺院 長岡龍作 （株）小学館

原装2013-177 日本料理　龍吟 山本征治 （株）高橋書店

原装2013-178 人間本性論　第1巻：知性について デイヴィッド・ヒューム/著　　木曾好能/訳 法政大学出版局

原装2013-179 人間本性論　第2巻：情念について
デイヴィッド・ヒューム/著　　石川　徹　中釜
浩一　伊勢俊彦　訳

法政大学出版局

原装2013-180 人間本性論　第3巻：道徳について
デイヴィッド・ヒューム/著　　伊勢俊彦　石
川　徹　中釜浩一/訳

法政大学出版局

原装2013-181 認知症の人の心身と食のケア
長嶋紀一　　水間正澄　　中舘綾子　　小林
重芳　　杉橋啓子　　田中弥生

第一出版（株）

原装2013-182 ねこざかなのすいか わたなべゆういち （株）フレーベル館

原装2013-183 ネジマキ草と銅の城 パウル・ビーヘル/作　　野坂悦子/訳　　村上 勉/画 （株）福音館書店

原装2013-184 ねぞうアートの本　寝ている間にHAPPY赤ちゃん写真 小出真朱と＠wondernunothc （株）ぶんか社

原装2013-185 ネットワーク産業の規制とその法理 友岡史仁 三和書籍



第47回(2013)資料リスト

12

請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2013-186 ねないこせかいチャンピオン
ショーン・テイラー/作　　ジミー・チャオ/絵
木坂 涼/訳

鈴木出版（株）

原装2013-187 年鑑日本の空間デザイン2013
空間デザイン機構　　年鑑日本の空間デザ
イン刊行委員会

（株）六耀社

原装2013-188 ネンドノカンド　―脱力デザイン論― 佐藤オオキ （株）小学館

原装2013-189 ノンフィクション新世紀 石井光太 （株）河出書房新社

原装2013-190 俳句で綴る　変哲半生記 小沢昭一 （株）岩波書店

原装2013-191 ハウスクロフト　無機化学（上） C.E.Housecroft&A.G.Sharpe/著　　巽　和行　他/監訳 （株）東京化学同人

原装2013-192 ハウスクロフト　無機化学（下） C.E.Housecroft&A.G.Sharpe/著　　巽　和行　他/監訳 （株）東京化学同人

原装2013-193 パウル・クレー　造形の宇宙 前田富士男 慶應義塾大学出版会（株）

原装2013-194 萩尾望都作品集　なのはな 萩尾望都 （株）小学館

原装2013-195 はじまりは国芳　―江戸スピリットのゆくえ
横浜美術館/企画・編集　　柏木智雄　内山
淳子　片多祐子/著

（株）大修館書店

原装2013-196 初めての栄養学研究論文　― 人には聞けない要点とコツ
特定非営利活動法人日本栄養改善学会/
監修　　　栄養学雑誌編集委員会/編集

第一出版（株）

原装2013-197 花のように生きれば、ひとりも美しい。 楠目ちづ いきいき（株）

原装2013-198 母と娘のエチュード さげさかのりこ （株）WAVE出版

原装2013-199 犯罪・捜査の英語辞典 山田政美　田中芳文/編著 （株）三省堂

原装2013-200 ピーカブック　たのしい知識 松田行正 牛若丸

原装2013-201 ビターズ2滴半　―村上三郎はかく語りき 坂出達典/著　　Christipher Stephens/訳 （有）せせらぎ出版

原装2013-202 ひだまりスケッチ×ハニカム　ぷろだくしょんのーと
大嶋実句（シャフト企画室）/構成　　西部真
帆（シャフト企画室）　柴山義昌/編集

（有）シャフト
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原装2013-203 ビックリマン漢熟覇王　漢熟バトル頂上決戦！ 下田 淳/文　　ビックリマン漢熟覇王プロジェクト/監修 （株）金の星社

原装2013-204 ひと箱のマッチ ニコルソン・ベイカー （株）近代文藝社

原装2013-205 100の思考実験　―あなたはどこまで考えられるか ジュリアン・バジーニ/著　　向井和美/訳 （株）紀伊國屋書店

原装2013-206 不思議で美しい石の図鑑 山田英春 （株）創元社

原装2013-207 ふしぎなカメラ 辻村ノリアキ/作　　ゴトウノリユキ/絵 （株）PHP研究所

原装2013-208 不思議な一粒 岡嶋多紀　　岡嶋利英 （株）マリア書房

原装2013-209 藤森照信の茶室学 藤森照信 （株）六耀社

原装2013-210 物物
猪熊弦一郎　ホンマタカシ　岡尾美代子　堀
江敏幸　菊地敦己

BOOK　PEAK　　（株）菊地敦己事務所

原装2013-211 ブラディ・ダーウィン　―もうひとつのパール・ハーバー ピーター・グロース/著　　伊藤 真/訳 大隅書店

原装2013-212 ＦＬＯＷＥＲＳ 河合正人　大川直人 （有）万来舎

原装2013-213 古井由吉自撰作品（一） 古井由吉 （株）河出書房新社

原装2013-214 ブルーノ・ムナーリの1945シリーズ1　どうぶつ うります ブルーノ・ムナーリ/作・絵　　谷川俊太郎/訳 （株）フレーベル館

原装2013-215 ブルーノ・ムナーリの1945シリーズ2　たんじょうびの おくりもの ブルーノ・ムナーリ/作・絵　　谷川俊太郎/訳 （株）フレーベル館

原装2013-216 ブルーノ・ムナーリの1945シリーズ3　やに なった ブルーノ・ムナーリ/作・絵　　谷川俊太郎/訳 （株）フレーベル館

原装2013-217 ブルーノ・ムナーリの1945シリーズ4　トック トック ブルーノ・ムナーリ/作・絵　　谷川俊太郎/訳 （株）フレーベル館

原装2013-218 ブルーノ・ムナーリの1945シリーズ5　みんな おやすみ ブルーノ・ムナーリ/作・絵　　谷川俊太郎/訳 （株）フレーベル館

原装2013-219 ブルーノ・ムナーリの1945シリーズ6　ジジは ぼうし なくした ブルーノ・ムナーリ/作・絵　　谷川俊太郎/訳 （株）フレーベル館
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原装2013-220 ブルーノ・ムナーリの1945シリーズ7　みどりの てじなし ブルーノ・ムナーリ/作・絵　　谷川俊太郎/訳 （株）フレーベル館

原装2013-221 ブルーノ・ムナーリの1945シリーズ8　きいろの てじなし ブルーノ・ムナーリ/作・絵　　谷川俊太郎/訳 （株）フレーベル館

原装2013-222 ブルーノ・ムナーリの1945シリーズ9　3わの ことりの はなし ブルーノ・ムナーリ/作・絵　　谷川俊太郎/訳 （株）フレーベル館

原装2013-223 平家物語　（ストーリーで楽しむ日本の古典4） 石崎洋司/著　　岡本正樹/絵 （株）岩崎書店

原装2013-224 ベビーギフト100 中里邦博 （株）阪急コミュニケーションズ

原装2013-225 保育者のための教育と福祉の事典 大嶋恭二　岡本富郎　倉戸直実　松本峰雄　三上敬子 （株）建帛社

原装2013-226 冒険に出よう―未熟でも未完成でも“今の自分”で突き進む。 須田将啓　田中禎人 （株）ディスカヴァー・トゥエンティワン

原装2013-227 PORTRAIT　IN　ARCHITECTURE 鈴木了二 早稲田大学芸術学校

原装2013-228 ポーランドポスター展　図録 松浦 昇　＋　ポーランドポスター展実行委員会 光画コミュニケーション・プロダクツ（株）

原装2013-229 ぼおるぺん古事記（一）　天の巻 こうの史代 （株）平凡社

原装2013-230 ぼおるぺん古事記（二）　地の巻 こうの史代 （株）平凡社

原装2013-231 ポカポカフレンズのおんがくえほん　もっきん さつきねむ 三起商行（株）(ミキハウス）

原装2013-232 ポカポカフレンズのカラオケえほん　えいごでうたおう さつきねむ 三起商行（株）（ミキハウス）

原装2013-233 ポカポカフレンズのカラオケえほん　にほんごでうたおう さつきねむ 三起商行（株）(ミキハウス）

原装2013-234 僕たちがスタートアップした理由 MOVIDA JAPAN（株）　Seed Acceleration Div. フォレスト出版（株）

原装2013-235 ほっとする聖書　いまをひらく70のことば 白鳥春彦/文　　石川芳雲/書 （株）二玄社

原装2013-236 ほどほどの恋 香山リカ 東京書籍（株）
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原装2013-237 ホルモンハンター　―アドレナリンの発見 石田三雄 京都大学学術出版会

原装2013-238 White 鈴木理策 （有）エディション・ノルト

原装2013-239 My Gear 山本 勲 錦明印刷（株）

原装2013-240 マイクロスコープ　浜野コレクションに見る顕微鏡の歩み 秋山　実 （株）オーム社

原装2013-241 Mｙ　Freedamn！10　Featuring　1980s　New　Wave　Fashions　（スペシャルバージョン）　 田中凜太郎 （株）テンプリント　　Cycleman Books

原装2013-242 まじかるすいーとプリズム・ナナ　PRISMBOX PRISM　NANA　PROJECT/企画・制作 （有）シャフト

原装2013-243 魔人とのばらの魔女 またよし　・　菅野裕司 エディス編集部

原装2013-244 松丸本舗主義　―奇蹟の本屋、3年間の挑戦。 松岡正剛 （株）青幻舎

原装2013-245 まほうのカメラ 木曽秀夫 （株）フレーベル館

原装2013-246 Mies Van der Rohe / Photographs by Yoshihiko Ueda 上田義彦 （株）鹿島出版会

原装2013-247 ミキハウス　うごくくるまえほん　しょうぼうしゃ たかいよしかず 三起商行（株）(ミキハウス）

原装2013-248 ミキハウス　うごくくるまえほん　バス たかいよしかず 三起商行（株）（ミキハウス）

原装2013-249 ミキハウス　うごくくるまえほん　パワーショベル たかいよしかず 三起商行（株）（ミキハウス）

原装2013-250 みちくさ道中 木内 昇 （株）平凡社

原装2013-251 見てびっくり　野菜の植物学 盛口 満 （株）少年写真新聞社

原装2013-252 南三陸町からの手紙
加藤秀視/監修
東北復興サポートセンターHamanasu/編

（有）栄久堂

原装2013-253 Myanmar　～ワラブキ屋根ノ小サナ村 芦原正義 （有）アクト
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原装2013-254 民話と伝説　イカロスの夢
ジャン＝コーム・ノゲス/文　　イポリット/絵
こだましおり/訳

（株）小峰書店

原装2013-255 名画の食卓を読み解く 大原千晴 （株）大修館書店

原装2013-256 めくる　うごかす　しかけずかん　むし こどもくらぶ（大久保昌彦）　　東京書籍編集部 東京書籍（株）

原装2013-257 モダンデザインの背景を探る　バウハウスを軸にみる展開とその思潮 塚口眞佐子 （株）近代文藝社

原装2013-258 もっと自由に働きたい　―とことん自分に正直に生きろ。 家入一真 （株）ディスカヴァー・トゥエンティワン

原装2013-259 やがて森になる 小谷ふみ クルミド出版

原装2013-260 やさしい　けしき 市河紀子/選詩　　保手濱拓/絵 （株）理論社

原装2013-261 ヤナの森の生活　―ハワイ島の大地に生きる ヤナ/著　　ケイコ・フォレスト/訳 （株）WAVE出版

原装2013-262 山口晃　大画面作品集
山口 晃
パメラ三木（三木アソシエイツ）/訳

（株）青幻舎

原装2013-263 やんちゃであれ！　―仕事は最高のエンターテイメントだ！ 須田将啓　田中禎人 （株）ディスカヴァー・トゥエンティワン

原装2013-264 ゆめのスカイツリー 谷川俊太郎/文　　accototo（ふくだとしお+あきこ）/絵 （株）金の星社

原装2013-265 夢見ぬ日々の悲しみ 李 学永 新幹社

原装2013-266 妖怪萬画　vol.1妖怪たちの競演 和田京子（青幻舎）/編 （株）青幻舎

原装2013-267 妖怪萬画　vol.2 絵師たちの競演 和田京子（青幻舎）/編 （株）青幻舎

原装2013-268 吉本隆明が語る親鸞 吉本隆明 （株）東京糸井重里事務所

原装2013-269 夜の虹の向こうへ 高砂淳二/著　　尾崎 靖/編集 （株）小学館

原装2013-270 ラーマーヤナ物語 ヴァールミーキ/作　　前田行貴/語り訳 （株）青娥書房
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原装2013-271 りくののりものえほん いしかわこうじ （株）童心社

原装2013-272 良寛堂建立の記録 反町タカ子 （株）考古堂書店

原装2013-273 臨床哲学講義 木村　敏 （株）創元社

原装2013-274 レプリカ　　文化と進化の複製博物館 武村政春 （株）工作舎

原装2013-275 ＷＡ！　古見きゅう写真集 古見きゅう/著　　尾崎 靖/編集 （株）小学館

原装2013-276 わたしのつくる本　～文庫を上製本にしてみませんか～ 寺内光浩（大光製本所）/監修 （株）創元社

原装2013-277 わっ 井上洋介 （株）小峰書店

原装2013-278 「近現代のブックデザイン考Ⅰ」書物にとっての美
新島 実/監修
寺山祐策　白井敬尚/共同監修
本庄美千代　北澤智豊/企画編集

武蔵野美術大学　美術館・図書館

原装2013-279 草間彌生　Art Book　Hi,konniｃhiwa 講談社エディトリアル　小保方佳子 （株）講談社

原装2013-280 「具体」　―ニッポンの前衛　18年の軌跡　 国立新美術館 国立新美術館

原装2013-281 猫のパラパラブックス 「猫のきまぐれ」 浅生ハルミン （株）青幻舎

猫のパラパラブックス 「猫のランデブー」 浅生ハルミン （株）青幻舎

原装2013-282 HIROHIKO　ARAKI　WORKS　1981-2012 荒木飛呂彦 （株）集英社

原装2013-283 寄り添う　銀座「クラブ麻衣子」四十年の証 雨宮由未子 （株）講談社ビジネスパートナーズ

原装2013-284 悪の華 岡崎英夫/作　　上村一夫/絵 （株）まんだらけ出版部

原装2013-285 編む　（生命誌 年刊号　vol.65-68) 中村桂子 （株）生命誌研究館　（株）新曜社
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原装2013-286 アラビアン・ナイトと日本人 杉田英明 （株）岩波書店

原装2013-287 ありがとう yum （株）飛鳥新社

原装2013-288 Alice's Adventures in Wonderland 不思議の国のアリス 半那裕子 hannalice

原装2013-289 アルケオメトリア　考古遺物と美術工芸品を科学の眼で透かし見る 吉田邦夫 東京大学総合研究博物館

原装2013-290 伊丹潤/手の痕跡
ＩＴＭユ・イファ　アーキテクツ
伊丹　潤・アーキテクツ

ＴＯＴＯ（株）

原装2013-291 一刀の無限　木田安彦木版画集成 木田安彦 （株）ミネルヴァ書房

原装2013-292 宇宙兄弟　心のノート「メモしたくなる言葉たち」 小山宙哉 （株）講談社

原装2013-293 エクレア進化形！　基本のエクレアと、驚きのバリエーション クリストフ・アダム （株）小学館

原装2013-294 絵と言葉の一研究　　「わかりやすい」デザインを考える 寄藤文平 （株）美術出版社

原装2013-295 江戸時代の和菓子デザイン 中山圭子 （株）ポプラ社

原装2013-296 絵本　化鳥
泉 鏡花/著作　　泉 鏡花記念館/企画編集
中川 学/絵

（株）国書刊行会

原装2013-297 絵ものがたり　正信偈　―ひかりになった、王子さま 浅野執持/文　　市角壮玄/絵 （株）法藏館

原装2013-298 Elements　―あちら、こちら、かけら 野又 穣 （株）青幻舎

原装2013-299 erotica 榎田尤利/著　　岩本泉絵/編 リブレ出版（株）

原装2013-300 円朝全集　第一巻 清水康行　佐藤かつら　横山泰子/校注 （株）岩波書店

原装2013-301 燕麦 吉川宏志 砂子屋書房

原装2013-302 大阪新名所　新世界・通天閣　写真帖　復刻版 橋爪紳也/監修・解説 （株）創元社
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原装2013-303 おしりをしりたい 鈴木のりたけ （株）小学館

原装2013-304 おとぎ話の古書案内 海野 弘/解説・監修 （株）パイ　インターナショナル

原装2013-305 オルゴールワールド にしのあきら （株）幻冬舎

原装2013-306 女に 谷川俊太郎/著　　佐野洋子/イラスト　　武田和子/編 （株）集英社

原装2013-307 「画家」の誕生　―ルドンと文字 ダリオ・ガンボーニ　　廣田治子 （株）藤原書店

原装2013-308 完全版　こっきのえほん 戸田やすし 戸田デザイン研究室

原装2013-309 熊田千佳慕クマチカ先生の図鑑画集 熊田千佳慕 （株）求龍堂

原装2013-310 九里一平作品集 九里一平（本名　吉田豊治）　　深谷路子（求龍堂） （株）求龍堂

原装2013-311 glowing enigmas Ｄａｖｉｄ　Ｓｙｌｖｉａｎ ＩＭＰＯＳＳＩＢＬＥ　ＴＯＫＹＯ（株）

原装2013-312 黒王妃 佐藤賢一 （株）講談社

原装2013-313 古英語辞典 小島謙一 （株）大学書林

原装2013-314 ことばのポトラック 大竹昭子/編 （有）春風社

原装2013-315 小林且典作品集　ひそやかな眼差し 小林且典 （株）みすず書房

原装2013-316 サーキュレーション　日付・場所・行為 中平卓馬 （有）オシリス

原装2013-317 最後の人　詩人　高群逸枝 石牟礼道子 （株）藤原書店

原装2013-318 三代目　猿之助の絵 二代目　市川猿翁 （株）講談社

原装2013-319 仕事をつくる 安藤忠雄 日本経済新聞出版社
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原装2013-320 師匠、五代目文枝へ 桂 文枝（桂 三枝） （株）よしもとクリエイティブ・エージェンシー

原装2013-321 自分をえらんで生まれてきたよ いんやくりお （株）サンマーク出版

原装2013-322 宗教の事典
山折哲雄/監修　　川村邦光　市川　裕
大塚和夫　奥山直司　山中　弘/編集

（株）朝倉書店

原装2013-323 昭和のファッション　おしゃれぬり絵 渡辺直樹 （株）太郎次郎社エディタス

原装2013-324 スリジエセンター1991 海堂 尊 （株）講談社

原装2013-325 世界地名大事典　第3巻　中東・アフリカ
竹内啓一/総編集　　熊谷圭知
山本健兒/編集幹事
加藤　博　島田周平/編集

（株）朝倉書店

原装2013-326 世界の中の柳田国男 ロナルド・A・モース　　赤坂憲雄 （株）藤原書店

原装2013-327 世界を見に行く 石川直樹/著　　田中祥子/編集 （株）リトルモア

原装2013-328 戦国軍記事典　群雄割拠篇 古典遺産の会/編 （有）和泉書院

原装2013-329 1000％の建築　―僕は勘違いしながら生きてきた 谷尻 誠 （株）エクスナレッジ

原装2013-330 [続]　古佛　―古密教彫刻巡歴 井上 正 （株）法藏館

原装2013-331 TIGER　＆　BUNNY　　KING OF WORKS
鬼澤未妃（（株）ウェッジホールディングス）
藤原邦彦
塩野友美（バンダイビジュアル（株））

バンダイビジュアル（株）

原装2013-332 チェルノブイリ　家族の帰る場所
フランシスコ・サンチェス/文
ナターシャ・ブストス/画
菅　螢次郎　　綾女欣伸/編

（株）朝日出版社

原装2013-333 鎮魂と再生 赤坂憲雄 （株）藤原書店
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原装2013-334 使い方がうまい！紙もの・紙加工ものコレクション
津田淳子/企画・編集
小松原康江　藤井拓人
浅間浩市（（株）フレア）/執筆・編集協力

（株）グラフィック社

原装2013-335 ティーンズライフ 歩 祐作 （株）講談社

原装2013-336 ディズニーのベッドタイムストーリー 田中絵里/編集　　堀川志野舞/訳 （株）ポプラ社

原装2013-337 哲学大図鑑　　THE PHILOSOPHY BOOK
ウィル・バッキンガム　他/著
小須田　健　他/訳

（株）三省堂

原装2013-338 哲学の挑戦 西日本哲学会 （有）春風社

原装2013-339 天開図画 七類堂天谿 （株）淡交社

原装2013-340 時の冒険　デザインの想像力 松田行正 （株）朝日新聞出版

原装2013-341 トットリッチ 岡田ユアン 土曜美術社出版販売（株）

原装2013-342 なぜ男は笙野頼子を畏れるのか 海老原暁子 （有）春風社

原装2013-343 日本の恐竜化石を復元しよう
アンドリュー・デュアー/制作
福井県立恐竜博物館
いわき市石炭化石館/監修

（株）二見書房

原装2013-344 ニンジャスレイヤー　ネオサイタマ炎上1

ブラッドレー・ボンド
フィリップ・Ｎ・モーゼズ/著
本兌 有　杉 ライカ/訳
わらいなく/画

（株）エンターブレイン

原装2013-345 NUDE / ROOM / FLOWERS 野村佐紀子 Match and Ｃompany

原装2013-346 のびのびずかん　しんかんせん　Ｅ5けい はやぶさ
コッペ平沢　マシマ・レイルウェイ・ピク
チャーズ　ヨシムラヨシユキ

（株）学研教育みらい

原装2013-347 のびのびずかん　しんかんせん　Ｎ７００けい のぞみ
コッペ平沢　マシマ・レイルウェイ・ピク
チャーズ　ヨシムラヨシユキ

（株）学研教育みらい
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原装2013-348 バースディ・ブック アシュリーン・コリンズ/著　　金本康民/訳 楓書店/発行　　サンクチュアリ出版/発売

原装2013-349 バード・バード なみの亜子 砂子屋書房

原装2013-350 華やかな孤独　作家　林芙美子 尾形明子 （株）藤原書店

原装2013-351 母と子の心がふれあう　名作のきらめき365話 千葉幹夫 （株）ナツメ社

原装2013-352 ビザンティン四福音書写本挿絵の研究 瀧口美香 （株）創元社

原装2013-353 ひとりごと絵本 100％ＯＲＡＮＧＥ/著　　大嶺洋子/編集 リトルモア

原装2013-354 美婆伝　90歳を超えても美しく働き続ける11人の物語 土本真紀 （株）講談社

原装2013-355 秘密基地の作り方 尾方孝弘 （株）飛鳥新社

原装2013-356 ヒルガードの心理学　第15版
スーザン・ノーレン・ホークセマ
バーバラ・Ｌ・フレディックセン/著
内田一成/監訳

（株）金剛出版

原装2013-357 風羅集 久々湊盈子 砂子屋書房

原装2013-358 浮遊的前衛 西野嘉章 一般（財）東京大学出版会

原装2013-359 ブラックカード 夏石番矢 砂子屋書房

原装2013-360 ぼくのライオン、みどりいろ　　奇跡の画家AKIが見ている世界 AKI　＆　父・木下 昭 （株）サンマーク出版

原装2013-361 ほしのはなし 北野 武 （株）ポプラ社

原装2013-362 マハーヴァギナまたは巫山の夢 三浦 衛 （有）春風社

原装2013-363 美紗姫物語　米寿記念　特装本 志村ふくみ （株）求龍堂

原装2013-364 みて、ほんだよ！
リビー・グリーソン/文
フレヤ・ブラックウッド/絵　　谷川俊太郎/訳

光村教育図書（株）
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原装2013-365 メンタリズム　恋愛の絶対法則 メンタリスト　DaiGo （株）青春出版社

原装2013-366 山ふたり　―中央・南アルプスほか編 三輪敏広　　三輪和恵 （有）春風社

原装2013-367 夢みる美術館計画　ワタリウム美術館の仕事術
和多利志津子　恵津子　浩一　・　高城昭夫
　友永文博　明石康正（パッド（株））

（株）日東書院本社

原装2013-368 予算内でこんなにすてき！小型グラフィック・コレクション
津田淳子/企画・編集　　大小田陽平
小松原康江　佐藤　勝
勝井拓人/執筆・編集協力

（株）グラフィック社

原装2013-369 読みきかせ大型絵本　へんしんオバケ あきやまただし （株）金の星社

原装2013-370 レトロ印刷の本 手紙社 （株）グラフィック社

原装2013-371 ロング グッドバイ　　パパ・タラフマラとその時代 パパ・タマフラ　　小池弘志/著　　影山裕樹/編集 （株）青幻舎

原装2013-372 われた魯山人 前田義子 （株）Scribner's
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