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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2014-1 ファッションフード、あります。―はやりの食べ物クロニクル 畑中三応子 （株）紀伊國屋書店

原装2014-2 はなもようのこいぬ　サラサーラとフロリットのものがたり 大垣友紀惠 （株）ハースト夫人画報社

原装2014-3 異端の統計学ベイズ 著：シャロン・バーチュ・マグレイン　訳：冨永星 （株）草思社

原装2014-4 マンボウ思い出の昆虫記　虫と山と信州と 北杜夫 信濃毎日新聞（株）

原装2014-5 旺文社  国語辞典　第十一版 山口明穂・和田利政・池田和臣 （株）旺文社

原装2014-6 甘い罠 鏑木蓮 （株）東洋経済新報社

原装2014-7 フランシス子へ 吉本隆明 （株）講談社

原装2014-8 数学小説　確固たる曖昧さ 著：ガウラヴ・スリ，ハートシュ・シン・バル　訳：東江一紀 （株）　草思社

原装2014-9 死ぬまでに行きたい！世界の絶景 詩歩（著）・千田麻利子（編集） （株）三才ブックス

原装2014-10 世界の織機と織物 吉本忍 国立民族学博物館

原装2014-11 みんなのおやつ　ちいさなレシピを33 なかしましほ （株）東京糸井重里事務所

原装2014-12 美術シンボル事典 ヒルデガルト・クレッチマー （株）大修館書店

原装2014-13 ドラえもん　はじめての国語辞典 編：小学館国語辞典編集部 （株）小学館

原装2014-14 12月の薔薇 中田聡一郎 芸術新舎

原装2014-15 今日のごはん、何作ろう？ 寺澤太郎・高木智代・広沢真貴子 （株）WAVE出版

原装2014-16 ジュニア・アンカー英和辞典　第5版　ガールズエディション 羽鳥博愛，永田博人 （株）学研教育出版

原装2014-17 私と四人の父―人の世は春夏秋冬― 磯貝昭雄 （有）ごまめ書房
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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2014-18 幻想詩篇　天使の悪夢九千句　西川徹郎句集 西川徹郎 茜屋書店

原装2014-19
CREATIVE　CONTEXT
―The map of 100 storytellings from Cannes Lions 2013

150人+河尻亨一 BOOKSHOP　LOVER

原装2014-20 GQ JAPAN 10th Anniversary コレクターズエディション 鈴木政 コンテナスト・ジャパン

原装2014-21 RAIL LINE ALPHABET BOOK TOKYO 橋詰冬樹 PREIADES　&　GRASS PRESS

原装2014-22 おふとんのくに D［di：] （株）金の星社

原装2014-23 雨ニモマケズ　Rain Won't
文：宮沢賢治　英訳：アーサー・ビナード
絵：山村浩二

（株）今人舎

原装2014-24 新時代の「やきものへの挑戦！」あれもやきものこれもやきもの 滋賀県立陶芸の森 滋賀県立陶芸の森

原装2014-25 ポカポカフレンズのしかけえほん　めくる さつきねむ 三起商工（株）

原装2014-26 にらめっこ！ 木曽秀夫 （株）フレーベル館

原装2014-27 丹下健三とKENZO TANGE 豊川斎赫 （株）オーム社

原装2014-28 歩けなかった僕の足あと　宮村時男詩集
編集 落合勇平　　編集協力 深田耕一郎、
渡部一史

（有）かりん舎

原装2014-29 たぶん、愛の話 著：マルタン・パージュ　訳：河村真紀子 （株）近代文藝社

原装2014-30 おかあさんのそばがすき　犬が教えてくれた大切なこと 今西乃子　浜田一男 （株）金の星社

原装2014-31 日本美術全集第⑯巻　激動期の美術 編：山下裕二 （株）小学館

原装2014-32 Masters of the Light ディー・ディー・ウェーブ（株）[編集] （株）河出書房新社

原装2014-33 泥花 河野滋 ダイエープロビス（株）

原装2014-34 こころのアポリア－幸福と死のあいだで 小林康夫 （株）羽鳥書店
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原装2014-35 胞子文学名作選 田中美穂 （有）港の人

原装2014-36 はまゆりの頃に 田代一倫 里山社

原装2014-37 世界の名言100 関俊介（編集者）　遠越段（著者） 総合法令出版（株）

原装2014-38 定本　高橋忠治全詩集 高橋忠治 小峰書店

原装2014-39 痛みが楽になる　トリガーポイント　ストレッチ＆マッサージ 伊藤和憲 （株）緑書房

原装2014-40
マクロウィキノミクス　フラット化・オープン化・ネットワー
ク化する社会をいかに生きるか

ドン・ダブスコット　アンソニー・D・ウィリアムズ （株）ディスカバー・トゥエンティワン

原装2014-41 脳入門のその前に 徳野博信 共立出版印刷（株）

原装2014-42 こうして書いていく 藤谷治 （株）大修館書店

原装2014-43 鮨　そのほか 阿川弘之 （株）新潮社

原装2014-44 風景スケッチ　モチーフ作例事典 野村重存 （株）大泉書店

原装2014-45 GR　エボリューション 清水茂樹 （株）枻出版社

原装2014-46 ハンドブック 著：江口宏志　写真：伝祥爾　編集：田中絢子 （株）学研教育出版

原装2014-47 漫画家たちの戦争　原爆といのち
手塚治・中沢啓示・辰巳ヨシヒロ・赤塚不二
夫・谷川一彦・貝塚ヒロシ

（株）金の星社

原装2014-48 山本周五郎　長篇小説全集　第一巻 山本周五郎 （株）新潮社

原装2014-49 まほろばの経営学 竹内倫樹 （株）ビーケイシー

原装2014-50 100歳まで元気！　予測・予防医療のススメ 東京トータルライフクリニック　編 三宝出版（株）

原装2014-51 辞書、のような物語。
明川哲也・戌井昭人・大竹聡・タイム涼介・田内志文・
西山繭子・波多野都・藤井青銅・古澤健・森山東 （株）大修館書店
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原装2014-52 自由が丘の贈り物―私のお店、私の街― （株）ミシマ社 （株）ミシマ社

原装2014-53 好きを仕事に！―私らしいローリスク起業
一般社団法人キャリア35　尾久陽子　氏家
祥美　楊典子　土川雅代

（株）ビーケイシー

原装2014-54 足摺り水族館 panpanya （株）1月と7月

原装2014-55 コピーキャット 監訳 井上達彦　　訳 遠藤真美 （株）東洋経済新報社

原装2014-56 大奥　第十巻 よしながふみ （株）白泉社

原装2014-57 mac世代におくるレイアウト術　デザインにルールなんてない 新谷雅弘 （株）青幻舎

原装2014-58 歴史の温もり 安岡章太郎 （株）講談社

原装2014-59
肥後藩参百石米良家 ―堀部弥兵衛の介錯人米良市
右衛門とその族譜

近藤健・佐藤誠 合同会社花乱社

原装2014-60 美しい日本のゴルフコース （株）ゴルフダイジェスト社 （株）ゴルフダイジェスト社

原装2014-61 日本エスペラント運動人名事典 柴田巌・後藤斉（編）　峰芳隆（監修） （株）ひつじ書房

原装2014-62 年鑑日本のパッケージデザイン2013
田辺利香：編　公益社団法人日本パッケー
ジデザイン協会：企画・監修

（株）六耀社

原装2014-63 歴史に輝く お姫様大図鑑 （株）ブレインナビ （株）金の星社

原装2014-64 ハーナンとクーソン 山西ゲンイチ 大日本図書（株）

原装2014-65 おつきさまは　まあるく　なくっちゃ！ ふくだじゅんこ 大日本図書（株）

原装2014-66 アニメ おさるのジョージ とけいえほん　いまなんじ？ マーガレット・レイ＆ハンス・アウグスト・レイ （株）金の星社

原装2014-67 リトル☆コミックス やなせたかし （株）フレーベル館

原装2014-68 てんじつきさわるえほん　ぐりとくら 中川李枝子　さく　　大村百合子　え （株）福音館書店
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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2014-69 永井一正ポスター美術館 永井一正：著　田辺利香：編 （株）六耀社

原装2014-70 ほね・ホネ・がいこつ！ 文：中川ひろたか　絵：スズキコージ （株）保育社

原装2014-71 ひまわり 荒井真紀 （株）金の星社

原装2014-72 おおきなひとみ 詩：谷川俊太郎　絵：宇野亜喜良 （株）芸術新聞社

原装2014-73 こんなかいじゅう　みたことない 藤本ともひこ （株）WAVE出版

原装2014-74 町工場の底力②　ロケットを飛ばす 編集・こどもくらぶ（二宮祐子） （株）かもがわ出版

原装2014-75 活字の世紀 田澤拓也 精興社ブックサービス（株）

原装2014-76 ジェネレーショノミクス―経済は世代交代で動く― 松田久一 （株）東洋経済新報社

原装2014-77 新渡戸稲造ものがたり 柴崎由紀 （株）銀の鈴社

原装2014-78 一億総自己ベストの時代―人生の仕事の見つけ方 高橋佳子 三宝出版（株）

原装2014-79 内村剛介著作集（全7巻）第7巻 内村剛介（著）　陶山幾朗（編） 恵雅堂出版（株）

原装2014-80 GRAPHIC DESIGN:TOYOTSUGU ITOH　伊藤豊嗣デザインワークス 伊藤豊嗣 伊藤豊嗣デザインワークス

原装2014-81 新耽奇漫録 稲葉久実・喜夛孝臣
早稲田大学坪内博士記念演劇博物
館

原装2014-82 EVER AFTER　楢崎朝子写真集 楢崎朝子 （有）オシリス

原装2014-83 江戸の遊び絵　新版 福田繁雄（監修）・稲垣進一（編著） 東京書籍（株）

原装2014-84
六本木クロッシング2013展 アウト・オブ・ダウト―来た
るべき風景のために

森美術館 （株）平凡社

原装2014-85 真穴みかん 広川泰士（写真）　佐藤卓（企画） （株）平凡社
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原装2014-86 ジョルジュ・ルオー展 千葉市美術館（編集） 千葉市美術館

原装2014-87 宇宙戦艦ヤマト2199　公式設定資料集[EARTH] 松本光生（SUNPLANT）　飯田義弘 （株）マツッグガーデン

原装2014-88 アジア芸術の殿堂 安永幸一，馮明珠，田畑幸人 （株）クオリアート

原装2014-89 今森光彦の昆虫教室　とりかた・みつけかた 今森光彦・今森真弓 （株）童心社

原装2014-90 世界クワガタムシ探険記　ダーウィンビートルを求めて 山口進 （株）岩崎書店

原装2014-91
みたい！しりたい！しらべたい！日本の地獄・極楽な
んでも図鑑　全3巻

松尾恒一（監修） （株）ミネルヴァ書房

原装2014-92 驚異の部屋　京都大学ヴァージョン
東京大学総合研究博物館+京都大学総合
博物館

一般（財）　東京大学出版会

原装2014-93 杉田一弥　活花作品集　香玉 杉田一弥 （株）青幻舎

原装2014-94 STAMP　BOOKS　アリブランディを探して メリーナ・マーケッタ：作　　神戸万知：訳 （株）岩波書店

原装2014-95 暗号解読事典 フレッド・B・リクソン 著　/　松田和也 訳 （株）創元社

原装2014-96 コの字酒場はワンダーランド　－呑めば極楽 語れば天国－ 加藤ジャンプ（著）・今田浩明（編） （株）六耀社

原装2014-97 やがて秋茄子へと到る 堂園昌彦 （有）港の人

原装2014-98 未来型人工関節を目指して―その歴史から将来展望まで― 吉川秀樹・中野貴由・松岡厚子・中島義雄 （株）日本医学館

原装2014-99 ここに、建築は、可能か 伊藤豊雄・乾久美子・藤本壮介・平田晃久・畠山直哉 TOTO出版

原装2014-100 aóre アオーレで、会おうれ。“会えるところ”を建築する。 隈研吾・藤井保・森本千絵 丸善出版（株）

原装2014-101 希望の王国 高橋佳子 三宝出版（株）

原装2014-102 糖質制限の「主食もどき」レシピ 江部康二／検見﨑聡美 （株）東洋経済新報社
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原装2014-103 内藤廣の建築　1992-2004　素形から素景へ1 内藤廣 TOTO出版

原装2014-104 一葉日記 高木絢子 不識書院

原装2014-105 Doctor　Peach　Sex Education 幾田桃子・千々松由貴 SAVANT

原装2014-106 MINERVA　Ⅷ 二村志保，村宮健人，塩谷昇三 （株）クオリアート

原装2014-107 発達障害からの挑戦状　正しい理解のために今こそ伝えたいこと 崎濱盛三 （株）WAVE出版

原装2014-108 特別展「深海―挑戦の歩みと驚異の生きものたち-」

編集：国立科学博物館（窪寺恒己），海洋研究開発機
構，（株）読売新聞社・NHK・（株）NHKプロモーション
執筆：国立科学博物館（窪寺恒己），海洋研究開発機
構，東京大学

（株）読売新聞社・NHK・
（株）NHKプロモーション

原装2014-109 北欧の巨匠に学ぶ アスプルンド/アールト/ヤコブセン 鈴木敏彦・杉原有紀 （株）彰国社

原装2014-110 100年目の書体づくり「秀英体平成の大改刻」の記録 大日本印刷（株） 大日本印刷（株）

原装2014-111 焼く　日本料理　素材別炭火焼きの技法 奥田透 （株）柴田書店

原装2014-112 ラ・ブランシュ田代和久のフランス料理 田代和久 （株）柴田書店

原装2014-113 ピンチョス360° ホセ・バラオナ・ビニェス （株）柴田書店

原装2014-114 Ｍａｓｔｅｒpieｃes of NIKKOR
（株）ニコンイメージングジャパン・凸版印刷（株）
トッパンアイディアセンター

（株）ニコンイメージングジャパン

原装2014-115 今森光彦の昆虫教室　くらしとかいかた 今森光彦・今森真弓 （株）童心社

岩波世界人名大辞典.第1分冊 (ア-テ) （株）岩波書店

岩波世界人名大辞典.第2分冊 (ト-ン 付録・索引) （株）岩波書店

原装2014-117 松田隆作作品集<いけばな組曲> 松田隆作 （株）求龍堂

原装2014-116
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原装2014-118 日本タイポグラフィ年鑑 2013 NPO法人　日本タイポグラフィ協会 パイ インターナショナル

原装2014-119 聖なる怠け者の冒険【挿絵集】 フジサトマサル （株）朝日新聞出版

原装2014-120 BLAST 写真・執筆：畠山直哉 （株）小学館

『ガリヴァー旅行記』徹底注釈　注釈編
[本文篇]スウィフト：著　富山太佳夫：訳
[注釈編]原田典之，服部典之，武田将明

（株）岩波書店

『ガリヴァー旅行記』徹底注釈　本文篇
[本文篇]スウィフト：著　富山太佳夫：訳
[注釈編]原田典之，服部典之，武田将明

（株）岩波書店

原装2014-122 色・Colorｓ 三山桂依/プラープダー・ユン 著　　戸根由紀恵 訳 （株）芸術新聞社

原装2014-123
ドキュメント　14の夕べ ―パフォーマンスのあとさき、
残りのものたちは身振りを続ける―

東京国立近代美術館（三輪健仁） （株）青幻舎

原装2014-124 あしってエラい！ 文：中川ひろたか　絵：スズキコージ （株）保育社

原装2014-125 えほん・どうぶつ図鑑 絵：横尾忠則　文：穂村弘 （株）芸術新聞社

原装2014-126 錯視の歴史 新井仁之 （株）ミネルヴァ書房

原装2014-127 ぼくの世界のさかさまの向こうがわ ふるしょうようこ　　編集：木村真 （株）学研教育出版

原装2014-128 五線譜に描いた夢　日本近代音楽の150年 樋口隆一，林淑姫，ほか 発行：明治学院大学　製作：グラムブックス

原装2014-129 MY HOUSE 熊谷聖司 （株）リブロアルテ

原装2014-130 BREATH 池谷友秀 （株）リブロアルテ

原装2014-131 ハナミズキのみち 淺沼ミキ子・黒井健 （株）金の星社

原装2014-132 さがそ！　おかしのくに efuca.イトウユカ （株）学研教育みらい

原装2014-133
ルーシー・リー＆ハンス・コパー
-二十世紀陶芸の静かなる革新-

乾由明：編 （株）六耀社

原装2014-121
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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2014-134 いじめのきもち 村山士郎・編　小泉るみ子・画 （株）童心社

原装2014-135 14歳、ぼくらの疾走 ヴォルフガング・ヘルンドルフ 小峰書店

原装2014-136 ミメーシスの詩学　安東伸介著述集 安東伸介 慶應義塾大学出版会（株）

原装2014-137 聖書 新共同訳　ハーフボリュームバイブル（合成皮革装） 共同訳聖書実行委員会/日本聖書協会 一般（財）日本聖書協会

原装2014-138 聖書 新共同訳　ポケットバイブル（合成皮革装） 共同訳聖書実行委員会/日本聖書協会 一般（財）日本聖書協会

原装2014-139 青いお月さまを見たよ おおがきまさみつ（著）　やなせたかし（画・詩） （株）銀の鈴社

原装2014-140 あっ　そうだ　そうだったんだね… 国栖晶子（著）　　西隆宏（編） U-chu企画

原装2014-141 おめんです いしかわこうじ （株）偕成社

原装2014-142 くつがいく 和歌山静子 （株）童心社

原装2014-143 せんはうたう 谷川俊太郎　望月通陽 （株）ゆめある舎

原装2014-144 数学の女王 鈴木将史 共立出版印刷（株）

原装2014-145 はれたまたまこぶた 矢玉四郎 （株）岩崎書店

原装2014-146 さくら 田畑精一 （株）童心社

原装2014-147 LEICA，My　Life　ライカ，マイライフ 田中長徳 （株）枻出版社

原装2014-148 イタリアでのこと　旅で出会った、マンマとヴィーノとパッシオーネ 平澤まりこ （株）集英社

原装2014-149 李賀　垂翅の客 草森紳一 （株）芸術新聞社

原装2014-150 白井晟一の建築Ⅰ　懐霄館 白井晟一研究所／白井昱磨 （株）めるくまーる
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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2014-151 白井晟一の建築Ⅱ　水の美術館 白井晟一研究所／白井昱磨 （株）めるくまーる

原装2014-152 年鑑日本の空間デザイン2014
空間デザイン機構，年鑑日本の空間デザイ
ン刊行委員会：編

（株）六耀社

原装2014-153 ULTRA-Kenji Yanobe Art Projects 2008-2013 ヤノベケンジ （株）青幻舎

原装2014-154 またよし画集システムキッチンぱんつ またよし （株）1月と7月

原装2014-155 Starry☆Sky artbook vol.2 honeybee/カズアキ （株）1月と7月

原装2014-156 ヴォート生化学（下）
D.VOET，J.G.VOET著　田宮信雄・村松正
實・八木達彦・吉田浩・遠藤斗志也

（株）東京科学同人

原装2014-157 世界で一番美しい樹皮図鑑 セドリック・ポレ （株）創元社

原装2014-158 北海道放送創立60周年社史[2002-2012] 北海道放送社史編纂事務局 北海道放送（株）

原装2014-159 親鸞聖人七百五十回大遠忌法要　写真大鑑　新たな始まり 浄土真宗　本願寺派 浄土真宗　本願寺派

原装2014-160 京都　洛苑考　花のころ 笠井享 Asukanet　Publishing

原装2014-161 BOTTLIUM 田畑哲生 （株）成山堂書店

原装2014-162 世界最高 MBAの授業 佐藤智恵 （株）東洋経済新報社

原装2014-163 外交Voｌ.18 「外交」編集委員会 （株）時事通信出版局

原装2014-164
講座ドイツ言語学シリーズ
（第1巻ドイツ語の文法論，第2巻ドイツ語の社会語用論）

第1巻　岡本順治・吉田光演編
第2巻　高田博行・新田春夫

（株）ひつじ書房

原装2014-165 Dickens in Japan Bicentenary Essays 原英一，新野緑，松岡光治，佐々木徹 大阪教育図書（株）

原装2014-166 記号論Ⅰ ウンベルト・エ―コ　　池上嘉彦 訳 （株）講談社

原装2014-167 記号論Ⅱ ウンベルト・エ―コ　　池上嘉彦 訳 （株）講談社
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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2014-168 経営戦略全史 三谷宏治 （株）ディスカバー・トゥエンティワン

原装2014-169 言語科学をめざして：Issues on anaphora in Japanese 傍士元 著　/　上山あゆみ・田窪行則 編 大隅書店

原装2014-170 ローマ革命　上　―共和政の崩壊とアウグストゥスの新体制
ロナルド・サイム：著　逸身喜一郎，小池和子，
上野愼也，小林薫，兼利琢也，小池登：訳

（株）岩波書店

原装2014-171
“高齢者のからだと病気”シリーズ
認知症―アルツハイマー病の積極的治療戦略

一宮洋介 （株）日本医学館

原装2014-172 劣化国家 ニーアル・ファーガソン 著　　櫻井祐子 訳 （株）東洋経済新報社

原装2014-173 絶対話力 土岐大介 （株）東洋経済新報社

原装2014-174 なぜ犬神家の相続税は2割増しなのか 小澤善哉 （株）東洋経済新報社

原装2014-175 世界中のエリートの働き方を1冊にまとめてみた ムーギー・キム （株）東洋経済新報社

原装2014-176 魂の経営 古森重隆 （株）東洋経済新報社

原装2014-177 建築映画　マテリアル・サスペンス 鈴木了二 LIXIL出版

原装2014-178 ミクロ経済学Expressway 八田達夫 （株）東洋経済新報社

原装2014-179
継ぎはぎだらけのヴェルサイユ宮殿　王たちの時代を
とどめる建築遺産

窪田喜美子 （株）クレオ

原装2014-180 北の郷物語 第３集 中島太郎 岩花文庫

原装2014-181 現代都市理論講義 今村創平 （株）オーム社

原装2014-182 古道を歩く　戸隠神社五社めぐり 文：堀井謙一　写真：今井達 信濃毎日新聞（株）

原装2014-183 日本の国境【分析・資料・文献】 浦野起央 三和書籍

原装2014-184 西と東の詩的世界　越谷直也論文集・歌集 越谷直也 （株）同学社
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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2014-185 犬のための建築 ARCHITECTURE FOR DOGS,INC TOTO出版

原装2014-186 サインの真価　－施設に酸素を吹きこみ活性化するデザイン－ 渡辺憲一（escomm）（著・編） （株）六耀社

原装2014-187 百年のしごと 塩沢槙 東京書籍（株）

原装2014-188 五感のデザインワークブック「感じる」をカタチにする 横山稔 （株）彰国社

原装2014-189 岩波講座　日本の思想　第一巻　「日本」と日本思想 編集委員：苅部直，黒住真，佐藤弘，末木文美士 （株）岩波書店

原装2014-190 資源循環革命　―消費から創造・再生へ― 西川有司 （株）ビーケイシー

原装2014-191 描かれた都 大倉集古館 編　　　板倉聖哲 監修 一般（財）東京大学出版会

原装2014-192 COLLAGES 長崎訓子（著）・吉田宏子（編） ハモニカブックス

原装2014-193 螺旋海岸　album 志賀理江子 （株）赤々舎

原装2014-194 大江戸恐龍伝　第一巻 夢枕獏 （株）小学館

原装2014-195 大江戸恐龍伝　第三巻 夢枕獏 （株）小学館

原装2014-196 大江戸恐龍伝　第二巻 夢枕獏 （株）小学館

原装2014-197 大江戸恐龍伝　第四巻 夢枕獏 （株）小学館

原装2014-198 丹羽文雄文藝事典 秦昌弘・半田美永　編著 （株）和泉書院

原装2014-199 丹羽文雄書誌 岡本和宜 （株）和泉書院

原装2014-200 建築を広く、時には深く。深尾精一先生退職記念論集
深尾精一，深尾精一先生退職記念事業準
備会，（株）鹿島出版会

深尾精一先生退職記念事業準備会

原装2014-201 トルストイと生きる 藤沼貴 （有）春風社
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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2014-202 命が命を生かす瞬間 藤川幸之助 東本願寺出版部

原装2014-203 暗闇に咲く 高橋慶 （株）幻冬舎コミックス

原装2014-204 沈むフランシス 松家仁之 （株）新潮社

原装2014-205 インターメディアテク　東京大学学術標本コレクション
西野嘉章（編）・東京大学総合研究博物館
（編集・発行）

（株）平凡社

原装2014-206 はやぶさ 道浦母都子 砂子屋書房

原装2014-207 萱鳴り 池本一郎 砂子屋書房

原装2014-208 Estructura en los Andes Antiguos 渡部森哉 （有）春風社

原装2014-209
グレゴリオ・デ・セスペデス スペイン人宣教師が見た朝
鮮と文禄・慶長の役

朴哲 著　　谷口智子 訳 （有）春風社

原装2014-210
ムサビのデザインⅢデザインが語る企業理念：オリ
ベッティとブラウン

武蔵野美術大学　美術館・図書館，柏木
博，松葉一清

武蔵野美術大学　美術館・図書館

原装2014-211 Color-Hunting　色からはじめるデザイン 藤原大・21_21DESIGN SIGHT トゥルーリング（株）

原装2014-212 私の愛、ナムジュン・パイク 著者：久保田成子　南禎鎬　　訳者：高晟埈 （株）平凡社

原装2014-213 稲妻 著：ジャン・エシュノーズ　訳：内藤伸夫 （株）近代文藝社

原装2014-214 Four Series Called “View” 津上みゆき ハシモトアートオフィス

原装2014-215 boat 野寺治孝　編集：幅允孝/山口博之 （有）栄久堂

原装2014-216 Arknoah　1　僕のつくった怪物 乙一 （株）集英社

原装2014-217 「幸田文」展 世田谷文学館（編） 世田谷文学館

原装2014-218 世界でみつけた　これ、なぁに？　I found it！ 神林千夏 （株）スペースシャワーネットワーク
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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2014-219 家と庭と犬とねこ 石井桃子 （株）河出書房新社

原装2014-220 米田知子　暗なきところで逢えれば 著者：米田知子　編集：東京都写真美術館 （株）平凡社

原装2014-221 草間彌生　前衛の軌跡 文：園田清佳　翻訳：永田由美子 信濃毎日新聞（株）

原装2014-222 バラに会いにでかけましょう 一本木公園バラの会 信濃毎日新聞（株）

原装2014-223 あなたにだけわかること 井上荒野 （株）講談社

原装2014-224 南無ロックンロール二十一部経 古川日出男 （株）河出書房新社

原装2014-225 川に着く前に橋を渡るな 著：フランシス・アリス （株）青幻舎

原装2014-226 季節をつくる　わたしの和菓子帳 金塚晴子 東京書籍（株）

原装2014-227 水族館劇場のほうへ 桃山邑 （株）羽鳥書店

原装2014-228 飛ぶ教室　第33号（2013年春） 飛ぶ教室編集部 光村図書出版（株）

原装2014-229 アール・ヌーヴォーのデザイナー　M.P.ヴェルヌイユと日本 廣瀬緑 （株）クレオ

原装2014-230 義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成　第三期 鳥越文蔵（監修） 玉川大学出版部

原装2014-231 8月のソーダ水 コマツシンヤ （株）太田出版

原装2014-232 ADAMAS　9 著者：皆川亮二　　脚本：岡エリ （株）講談社

原装2014-233 B―PLASTIC BEATLE　ビートルズの遊び方 米沢敬 牛若丸

原装2014-234 étude Yoshihiro Tatsuki 立木義浩 （株）マッチアンドカンパニー

原装2014-235 F-16　エース・パイロット　戦いの実録 ダン・ハンプトン 著　　上野元美 訳 柏書房（株）
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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2014-236 galley 澤村斉美 青磁社

原装2014-237 IRON STILLS-アメリカ、鉄の遺構 半田也寸志 （株）ADP

原装2014-238 JOJOVELLER 完全限定版 荒木飛呂彦 （株）集英社

原装2014-239 Kanamono　Art　Ⅱ 内田喜基 （株）誠文堂新光社

原装2014-240 Mika　Ninagawa：Self-image 蜷川実花 （株）マッチアンドカンパニー

原装2014-241 new massage ミヤギフトシ torch press

原装2014-242 The　Royal　Tourｓ　グローブ・トロッタ―　英国王室旅物語 グローブ・トロッタ―・ジャパン （株）講談社

原装2014-243 愛蔵版コミックス　ドラゴンボール超画集 鳥山明 （株）集英社

原装2014-244 愛の詩集 著：谷郁雄　　編：石橋淑美 （株）飛鳥新社

原装2014-245 赤塚不二夫のポストカードブック 赤塚不二夫 （株）グラフィック社

原装2014-246 アリエルとふしぎな落とし物
文/エル・D．リスコ　絵/ブリトニー・リー
訳/おかだよしえ

（株）講談社

原装2014-247 池田修三　木版画集　センチメンタルの青い旗 藤本智士 （株）ナナロク社

原装2014-248 伊東豊雄の建築 伊東豊雄 TOTO出版

原装2014-249 色わけいきものずかん アンドレ・ボス 絵　 小宮輝之 監 （株）学研マーケティング

原装2014-250 ウィズダム和英辞典　第2版 小西友七 監修　　岸野英治 編 （株）三省堂

原装2014-251 ウィズダム英和辞典　第3版（革装） 井上永幸　赤野一郎　編 （株）三省堂

原装2014-252 ウルトランプ　～ウルトラヒーロー＆怪獣図鑑～ 今村祐太（てれびくん編集部） （株）小学館
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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2014-253 オウィディウスでラテン語を読む 風間喜代三 （株）三省堂

原装2014-254 旺文社国語辞典　第十一版　小型版 山口明穂　和田利政　池田和臣 （株）旺文社

原装2014-255 <大石芳野写真集>福島　FUKUSHIMA　土と生きる 大石芳野 （株）藤原書店

原装2014-256 上條淳士画集　1983 上條淳士 （株）飛鳥新社

原装2014-257 紙のむすめ
ナタリー・ベルハッセン：文
ナオミ・シャピラ：絵　　もたいなつう：訳

光村教育図書（株）

原装2014-258 カリンのチカラ （株）NHK出版 （株）NHK出版

原装2014-259 機械との競争 エリック・ブリニョルフソン，アンドリュー・マカフィー （株）日経BP

原装2014-260 寄生蟲図鑑　ふしぎな世界の住人たち 監修：目黒寄生虫館 （株）飛鳥新社

原装2014-261 きっずジャポニカ　新版 編：小学館国語辞典編集部 （株）小学館

原装2014-262 木の戦い 詩：タリマシン　訳：井辻朱美　書：華雪 ecrit

原装2014-263 ギャートルズ1　肉の巻 園山俊二（著）　　藤本真佐夫（編） （株）パルコ

原装2014-264 ギャートルズ2　恋の巻 園山俊二（著）　　藤本真佐夫（編） （株）パルコ

原装2014-265 ギャートルズ3　無常の巻 園山俊二（著）　　藤本真佐夫（編） （株）パルコ

原装2014-266 銀河鉄道の彼方に 高橋源一郎 （株）集英社

原装2014-267 空想の建築-ピラネージから野又穫へ-展 町田市立国際版画美術館 （株）エクスナレッジ

原装2014-268 行為から解く照明デザイン 角舘政英・若山香保・ぼんぼり光環境計画　編著 （株）彰国社

原装2014-269 古代から近世へ　日本の歌謡を旅する 日本歌謡学会（編） （有）和泉書院
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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2014-270 サクラ咲く 夜光花 （株）幻冬舎

原装2014-271 サバンナ・ゲーム　～驚天動地～ 黒井嵐輔 （株）小学館クリエイティブ

原装2014-272 史上最強の助っ人エディターH・テラサキ傑作選 寺崎央 テラ本制作委員会（（株）マガジンハウス）

原装2014-273 自分を変える　89の方法 スティーヴ・チャンドラー 著　桜田直美 訳 （株）ディスカヴァー・トゥエンティワン

原装2014-274 朱漆「根来」中世に咲いた華 MIHO MUSEUM 目の眼

原装2014-275 心理学大図鑑 著：キャサリン・コーリン・ほか　　訳：小須田健 （株）三省堂

原装2014-276 すてきな地球の果て 田邊優貴子 （株）ポプラ社

原装2014-277 全釈　易経　上 黒岩重人 （株）藤原書店

原装2014-278 線の稽古　線の仕事 三嶋典東 （株）武蔵野美術大学出版局

原装2014-279 そらみみ植物園 西畠清順 東京書籍（株）

原装2014-280 だいすきなわたしになる手帳 藤沢優月 （株）金の星社

原装2014-281 髙岡重蔵　活版習作集-My Study of Letterpress Typography 髙岡重蔵 （株）烏有書林

原装2014-282 たとえ明日世界が滅びようとも 藤原新也 東京書籍（株）

原装2014-283 田中一村作品集　増補改訂版 大矢鞆音 （株）NHK出版

原装2014-284 地方議会実務講座　改訂版　全3巻 野村稔・鵜沼信二 （株）ぎょうせい

原装2014-285 中国文化史大事典 尾崎雄二郎　竺沙雅章　戸川芳郎 （株）大修館書店

原装2014-286 蝶夢全集 田中道雄・田坂英俊・中森康之 （有）和泉書院
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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2014-287 超訳　努力論 幸田露伴　三輪裕範（訳） （株）ディスカヴァー・トゥエンティワン

原装2014-288 円谷プロ全怪獣図鑑 松井聡 （株）小学館

原装2014-289 ディズニーデーマパークポスターコレクション
編 ウォルト・ディズニー・イマジニアリング
文 ダニー・ハンケ　　訳 上杉隼人/杉山まどか

（株）講談社

原装2014-290 定本　宮澤賢治語彙辞典 原子朗 （株）筑摩書房

原装2014-291 てんじつきさわるえほん　さわるめいろ 村山純子 （株）小学館

原装2014-292 天使の爪
画：メビウス　作：アレハンドロ・ホドロフス
キー　訳：原正人

（株）飛鳥新社

原装2014-293 ドロヘドロ 18 林田球 （株）小学館

原装2014-294 日菓のしごと　京の和菓子帖 日菓 （株）青幻舎

原装2014-295 日本の型紙　ISE KATAGAMI 生田ゆき　　丸山伸彦 （株）パイインターナショナル

原装2014-296 はじめてのえほん　4.サンドイッチいただきます 岡村志満子 （株）ポプラ社

原装2014-297 はじめてのえほん　5.フルーツケーキいただきます 岡村志満子 （株）ポプラ社

原装2014-298 光り海　坂本直充詩集 坂本直充 （株）藤原書店

原装2014-299 ヒップホップの詩人たち 都築響一 （株）新潮社

原装2014-300 フルーツポストカード 津田淳子 （株）グラフィック社

原装2014-301 プレイフル・ラーニング 上田信行・中原淳 （株）三省堂

原装2014-302 プレジデント・クラブ　元大統領だけの秘密組織
ナンシ―・ギブス　マイケル・ダフィー 著
横山啓明 訳

柏書房（株）

原装2014-303 ベルリン 花代 （有）月曜社
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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2014-304 宝石の国　1 市川春子 （株）講談社

原装2014-305 マークトウェイン　完全なる自伝　Volume1 カリフォルニア大学マーク・トウェインプロジェクト編著 柏書房（株）

原装2014-306 まど・みちお　懐かしく不思議な世界 谷悦子 （有）和泉書院

原装2014-307 むしくいさま　（パラパラブックスVol.8） もうひとつの研究所 （株）青幻舎

原装2014-308 モンスターハンター4　ザ・マスターガイド 電撃Nintendo編集部 （株）KADOKAWA

原装2014-309 野菜の料理教室 前沢リカ （株）KADOKAWA

原装2014-310 保田龍門・保田春彦　往復書簡　1958-1965（特装） 保田龍門　保田春彦 （株）武蔵野美術大学出版局

原装2014-311 やなせたかし大全-TAKASHI YANASE ON STAGE― やなせたかし （株）フレーベル館

原装2014-312 ヤンソンとムーミンのアトリエ 木之下晃 （株）講談社

原装2014-313 よいこはもうねるじかん 高畠じゅん子（文）　高畠純（絵） BL出版（株）

原装2014-314 よう知らんけど日記 柴崎友香 （株）京阪神エルマガジン社

原装2014-315 読む時間 アンドレ・ケルテス 著　/　渡辺滋人 訳 （株）創元社

原装2014-316 ロシアの挿絵とおとぎ話の世界 解説・監修　海野弘 （株）パイインターナショナル

原装2014-317 ロバート・キャパ/グルダ・タロー　二人の写真家 ロバート・キャパ/グルダ・タロー　　横浜美術館：編 マグナム・フォト　東京支社

原装2014-318 和英語林集成手稿　翻字・索引・解題 木村一・鈴木進　編 （株）三省堂
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