第49回(2015)資料リスト

請求記号

書籍名

著者・編者名
見坊豪紀 市川孝 飛田良文 山崎誠
飯間浩明 塩田雄大

出版社名

原装2015-1

三省堂国語辞典 第七版

株式会社三省堂

原装2015-2

模範小六法 2015 平成27年版

判例六法編修委員会 編

株式会社三省堂

原装2015-3

エースクラウン英和辞典 第2版

投野由起夫 編

株式会社三省堂

原装2015-4

デイリー六法 2015 平成27年版

編修代表 鎌田薫

株式会社三省堂

原装2015-5

模範六法 2015 平成27年版

判例六法編修委員会

株式会社三省堂

原装2015-6

シンテック社史

原装2015-7

品川区史 2014 歴史と未来をつなぐまち しながわ

品川区

原装2015-8

ドラッグデザイン 構造とリガンドに基づくアプローチ

Kenneth Merz,Jr.ほか編 田之倉優・小島正
株式会社東京化学同人
樹 監訳

原装2015-9

写真で見る こころの松本

原卓也

原装2015-10

三陸人 COMMUNITY TRAVEL GUIDE VOL.3

COMMUNITY TRAVEL GUIDE 編集委員会 英治出版株式会社

原装2015-11

はじめてつかう 漢字字典

村石昭三（監修） 首藤久義（編著）

原装2015-12

失職女子。 私がリストラされてから、生活保護を受給するまで 大和彩著 三浦ゆえ編

原装2015-13

旺文社 漢字典 第三版

小和田顯、遠藤哲夫、伊東倫厚、宇野茂、
株式会社 旺文社
大島晃

原装2015-14

例解学習国語辞典[第十版]

金田一京助・編、深谷圭助・編集代表

株式会社小学館

原装2015-15

例解学習漢字辞典 第八版

藤堂明保・編、深谷圭助・編集代表

株式会社小学館

原装2015-16

投資・運用必須！金融・証券データ徹底読みこなし 2014 日本経済新聞の
歩き方 金融・経済のしくみがおもしろいようにわかる15の連想ゲーム

角川総一

株式会社ビジネス教育出版社

原装2015-17

スター・ウォーズ英和辞典 ジェダイ入門者編

学研辞典編集室[芳賀靖彦]

株式会社学研教育出版

信越化学工業株式会社
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品川区

株式会社郷土出版社

株式会社 フレーベル館
株式会社WAVE出版
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請求記号

書籍名

著者・編者名

出版社名

原装2015-18

我が精神鑑定例 Ⅰ

中田修

時空出版株式会社

原装2015-19

我が精神鑑定例 Ⅱ

中田修

時空出版株式会社

原装2015-20

江戸大名庭園の魅力 東京都文化財庭園ガイドの誕生

都立文化財庭園研究会 岡田成一、青柳
加寿子、小澤淳一

一般社団法人東京農業大学出版会

原装2015-21

京都芸術センター叢書一『継ぐこと・伝えること』

萩原麗子／槇田盤

松本工房

原装2015-22

「好き嫌い」と経営

楠木建

株式会社東洋経済新報社

原装2015-23

チャレンジ 小学漢字辞典 第五版 コンパクト版 クールパープル

湊吉正

株式会社ベネッセコーポレーション

原装2015-24

チャレンジ 小学国語辞典 第五版 コンパクト版 スイートピンク 湊吉正

株式会社ベネッセコーポレーション

原装2015-25

Challenge 中学英和・和英辞典-My Design-

橋本光朗 小池生夫 浅羽亮一

株式会社ベネッセコーポレーション

原装2015-26

KAZE2013年鑑

江原早哉香

東京演劇集団風

原装2015-27

札幌パークホテル50周年記念誌

札幌パークホテルマーケティング室

株式会社グランビスタ ホテル&リゾー
ト 札幌パークホテル

原装2015-28

ベンダ工業株式会社 50年史

ベンダ工業株式会社 50年史編纂委員会

凸版印刷株式会社

原装2015-29

三菱広報委員会50年のあゆみ

原装2015-30
原装2015-31

三菱広報委員会

TOSHIYUKI NAKATSUI 2014 中津井俊之写真作品
中津井俊之
集、中津井悦子七宝作品集
ドーナツを穴だけ残して食べる方法 越境する学問‐穴
大阪大学ショセキカプロジェクト
からのぞく大学講義

中津井俊之 中津井悦子
大阪大学出版会

原装2015-32

越境する想像力 -日本近代文学とアイルランド-

鈴木暁世

大阪大学出版会

原装2015-33

はじめまして数学 リメイク

吉田武

東海大学出版部

原装2015-34

変わる（生命誌年刊号vol.73-76）

中村桂子

新曜社
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請求記号
原装2015-35

書籍名
北海道地図の中の鉄路 JR北海道全線をゆく、各駅
停車の旅

著者・編者名

出版社名

堀淳一

株式会社亜璃西社

原装2015-36

四世中村雀右衛門追悼集 花がたみ

高橋睦郎

中村雀右衛門後援会

原装2015-37

ビジネスモデル全史

三谷宏治

ディスカヴァー・トゥエンティワン

原装2015-38

今、あなたが内定をもらったら―20代の働くルール58

倉田哲郎 菅原由紀 日本中小企業・ベン
チャービジネスコンソーシアム

株式会社ビ―ケイシー

原装2015-39

船舶保険の譲渡担保

藤井卓治

株式会社保険毎日新聞社

原装2015-40

あ、「やりがい」とかいらないんで、とりあえず残業代ください。 日野瑛太郎

株式会社東洋経済新報社

原装2015-41

ＣＩＡ諜報員が駆使するテクニックはビジネスに応用で
きる

Ｊ．Ｃ．カールソン

株式会社東洋経済新報社

原装2015-42

図書館とともに キハラ100年の歩み

キハラ100周年記念誌編集委員会

キハラ株式会社

原装2015-43

20世紀を築いた構造家たち

小澤雄樹

株式会社オーム社

原装2015-44

モノが少ないと快適に働ける 書類の山から解放され
土橋正
るミニマリズム的整理術

株式会社東洋経済新報社

原装2015-45

銀行は裸の王様である

アナト・アドマティ／マルティン・ヘルビッヒ

株式会社東洋経済新報社

原装2015-46

浅田孝 つくらない建築家、日本初の都市プランナー

笹原克

株式会社オーム社

原装2015-47

ビッグの終焉

ニコ・メレ

株式会社東洋経済新報社

原装2015-48

美術館とナショナル・アイデンティティー

吉荒夕記

玉川大学出版部

原装2015-49

ARNE JACOBSEN ヤコブセンの建築とデザイン

写真＝吉村行雄 文＝鈴木敏彦

TOTO出版（TOTO株式会社）

原装2015-50

フィナンシャル・レギュレーション 2014 ウィンター 4

フィナンシャル・レギュレーション編集部編集 株式会社ビジネス教育出版社

原装2015-51

9つの神秘

中嶋真澄
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株式会社主婦の友インフォス情報社
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請求記号

書籍名

著者・編者名

出版社名

原装2015-52

十二組十三人の建築家 古谷誠章対談集

古谷誠章

LIXIL出版

原装2015-53

地球全史スーパー年表

日本地質学会 監修 清川昌一・伊藤孝・
池原実・尾上哲治

株式会社岩波書店

原装2015-54

プシュケー他なるものの発明Ⅰ

ジャック・デリダ 著 藤本一勇 訳

株式会社岩波書店

原装2015-55

大正天皇 漢詩集

石川忠久

株式会社大修館書店

原装2015-56

工芸 青花

原装2015-57

時間のヒダ、空間のシワ…[時間地図]の試み

杉浦康平

株式会社鹿島出版会

原装2015-58

ムサビノデザインⅣ1980-1990's エットレ・ソットサスと
ヌォーヴォ・デザイン

柏木博 松葉一清 河内田絵美

武蔵野美術大学美術館・図書館

原装2015-59

世界はフラットにもの悲しくて 特派員ノート1992-2014

藤原章生

株式会社テン・ブックス

原装2015-60

『資本論』の新しい読み方 -21世紀のマルクス入門

ミヒャエル・ハインリッヒ(著)、明石英人・
佐々木隆治・斎藤幸平・隅田総一郎(訳)

株式会社堀之内出版

原装2015-61

明星

川島小鳥

株式会社ナナロク社

原装2015-62

長崎刺繍の煌めき 諏訪神事「くんち」奉納の伝統工
芸総覧

長崎文献社編集部

株式会社長崎文献社

原装2015-63

わたしたちのすべての昨日

ナタリーア・ギンツブルグ

未知谷

原装2015-64

それでも僕は夢を見る

水野敬也（作），テッケン（画）

株式会社文響社

原装2015-65

振りむく人

日高堯子

砂子屋書房

原装2015-66

標のゆりの樹 蒔田さくら子歌集

蒔田さくら子

砂子屋書房

原装2015-67

氷結の岩

溝口徹

株式会社 響文社

原装2015-68

五行歌集 慈雨

井椎しづく

株式会社市井社

株式会社新潮社
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請求記号

書籍名

著者・編者名

出版社名

原装2015-69

心にのこる 小倉百人一首

木積凜穂

株式会社京都書房

原装2015-70

歌集 日時計

沙羅みなみ

青磁社

原装2015-71

歌集 造りの強い傘

奥村晃作

青磁社

原装2015-72

冥の水底

朱川湊人

株式会社講談社

原装2015-73

ルンタ

山下澄人

株式会社講談社

原装2015-74

茶ばなし

外山滋比古

株式会社展望社

原装2015-75

平凡

角田光代

株式会社新潮社

原装2015-76

文体の科学

山本貴光

株式会社新潮社

原装2015-77

悟浄出立

万城目学

株式会社新潮社

原装2015-78

本屋さんのダイアナ

柚木麻子

株式会社新潮社

原装2015-79

鐘の渡り

古井由吉

株式会社新潮社

原装2015-80

島津戦記

新城カズマ

株式会社新潮社

原装2015-81

穴

小山田浩子

株式会社新潮社

原装2015-82

全訳 論語

山田史生

株式会社東京堂出版

原装2015-83

美智子さま 美しきひと

渡邉みどり

いきいき株式会社 出版局

原装2015-84

弾正星

花村萬月

株式会社小学館

原装2015-85

SUBTLE サトル｜かすかな、ほんのわずかの

株式会社竹尾編、原研哉＋日本デザインセ
株式会社竹尾
ンター原デザイン研究所企画・構成
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請求記号

書籍名

著者・編者名

出版社名

原装2015-86

ウズベキスタン日記

金子泰子文、金子敦絵

Blood Tube Inc.

原装2015-87

終わりなき近代 アジア美術を歩く2009-2014

黒田雷児

grambooks

原装2015-88

YUJI KONDO | SELF PORTRAIT

近藤祐史

pub

原装2015-89

想像しなおし In Search of Critical Imagination

正路佐知子

福岡市美術館

原装2015-90

死んでしまう系のぼくらに

最果タヒ

リトルモア

原装2015-91

そこでしかできない建築を考える｜プロジェクツ

株式会社フリックスタジオ（磯達雄+高木伸
株式会社フリックスタジオ
哉+田畑実希子）

原装2015-92

元禄の光と翳-朝日文左衛門の体験した「大変」-

大下武

ゆいぽおと

原装2015-93

草迷宮

山本タカト 泉鏡花

株式会社エディシオン・トレヴィル

原装2015-94

コールド・スナップ

トム・ジョーンズ 訳・舞城王太郎

河出書房新社

原装2015-95

いつもの旅先

常盤新平

幻戯書房

原装2015-96

橋爪彩 Sai HASHIZUME：Beautiful Stranger

橋爪彩

株式会社青幻舎

原装2015-97

坂口鶴代画集 小さき者の芸術の仕事

坂口鶴代

阿曾美舎（阿曾美術内）

原装2015-98

ブルーノ・タウトと建築・芸術・社会

田中辰明

東海大学出版会

原装2015-99

LITTLE RED RIDING HOOD

Sｙbille Schenker

Michael Neugebauer Publishing Ltd., Hong Kong

原装2015-100

ネコリンピック

益田ミリ(作) 平澤一平(絵)

株式会社ミシマ社

原装2015-101

レスター先生の生徒たち

チャールズとメアリー・ラム

未知谷

原装2015-102

チイサイテ

監修：NPO法人バーンロムサイジャパン

株式会社ビービー
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請求記号

書籍名

著者・編者名

出版社名

原装2015-103

語り継ぐ戦争絵本シリーズ⑮ 犬の献納 『おかえり！ユキ』 文：櫻井いと 絵：上原ゆう子

株式会社郷土出版社

原装2015-104

昭和の子ども生活絵図鑑

奥成達 作／ながたはるみ 絵

株式会社金の星社

原装2015-105

おとぎれっしゃ しゅっぱつしんこう！

間瀬なおかた

株式会社金の星社

原装2015-106

ながぐつを かいに

星野イクミ／作・絵

株式会社フレーベル館

原装2015-107

ポーランドの前衛美術 生き延びるための「応用ファンタジー」 加須屋明子

株式会社創元社

原装2015-108

赤毛のアン

L・M・モンゴメリ作 村岡花子訳

株式会社講談社

原装2015-109

きょうの おやつは -かがみのえほん-

わたなべ ちなつ

株式会社福音館書店

原装2015-110

パン どうぞ

彦坂有紀 もりといずみ

株式会社講談社

原装2015-111

書物変身譚

今福龍太

株式会社新潮社

原装2015-112

ビネッテ・シュレーダー 美しく不思議な世界

武井利喜、岡本梓、ビネッテ・シュレー
ダー、神戸新聞社

株式会社大伸社

原装2015-113

NORAH season4

原装2015-114

トラネコとクロネコ

宮西達也

鈴木出版株式会社

原装2015-115

特装版 思い出のマーニー

ジョーン・Ｇ.ロビンソン 著 松野正子 訳

株式会社岩波書店

原装2015-116

わかってたまるか！ ウチらの言い分

サガエさん

東本願寺出版部

原装2015-117

0～3さい あかずきん カードつき名作

さこももみ絵 苅田澄子

株式会社学研教育出版

原装2015-118

出久根育 作品集 ～ねずの木と赤い実～

出久根育

株式会社学研教育出版

原装2015-119

あなたに見せたい美しいもの

ひがしのようこ著、竹下景子選

ブックエンド

メディアサーフコミュニケーションズ株式会社
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請求記号
原装2015-120

書籍名
明治初等国語教科書と子ども読み物に関する研究―
府川源一郎
リテラシー形成メディアの教育文化史

著者・編者名

沖潤子

出版社名
株式会社ひつじ書房

原装2015-121

PUNK

原装2015-122

小さいイーダちゃんの花 / アンデルセンの小さな15冊の本展 作 アンデルセン H.chr.Andersen 訳 高橋建二 GALERIE Malle

原装2015-123

しっかりしたすずの兵隊さん / アンデルセンの小さな15冊の本展 作 アンデルセン H.chr.Andersen 訳 高橋建二 GALERIE Malle

原装2015-124

大きなうみへび / アンデルセンの小さな15冊の本展

作 アンデルセン H.chr.Andersen 訳 高橋建二 GALERIE Malle

原装2015-125

赤いくつ / アンデルセンの小さな15冊の本展

作 アンデルセン H.chr.Andersen 訳 高橋建二 GALERIE Malle

原装2015-126

大日本スクリーン製造株式会社 70年史

株式会社SCREENホールディングス(旧 大
凸版印刷株式会社
日本スクリーン製造株式会社)

原装2015-127

イグノランス 無知こそ科学の原動力

ファイアスタイン著 佐倉統・小田文子訳

株式会社東京化学同人

原装2015-128

サリン事件 科学者の目でテロの真相に迫る

Anthony T.Tu

株式会社東京化学同人

原装2015-129

自由の国 平等の国 プレミアム版

小川仁志

株式会社ロゼッタストーン

原装2015-130

Lyrics of the highland

秋津マキ子

遊人工房

原装2015-131

snow／ice

高田邦彦

原装2015-132

年鑑 日本の空間デザイン2015

只井伸子／編

株式会社六耀社

原装2015-133

竹のめざめ 栃木 竹工芸の精華

鈴木さとみ（栃木県立美術館）

栃木県立美術館

原装2015-134

たのしい編集――本づくりの基礎技術：編集、DTP、校正、装幀 和田文夫、大西美穂

ガイア・オペレーションズ有限会社

原装2015-135

聖書 新共同訳 新約聖書(フリップバック装)

共同訳聖書実行委員会 日本聖書協会

一般財団法人 日本聖書協会

原装2015-136

大文字古記録の研究

青木博彥

百科書林
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請求記号

書籍名

著者・編者名

出版社名

原装2015-137

井上有一の鳥

井上有一

ウナックトウキョウ

原装2015-138

天人 藤代惇郎と新聞の時代

後藤正治

株式会社講談社

原装2015-139

カラー図解 学校数学事典

長岡昇勇・長岡由美子

共立出版株式会社

原装2015-140

洋楽渡来考 再論 箏とキリシタンとの出会い

皆川達夫

日本キリスト教団出版局

原装2015-141

吉田美和歌詩集 LOVE&LIFE

吉田美和著 中村正人監修 豊﨑由美構成・編集 株式会社新潮社

原装2015-142

吉田美和歌詩集 LIFE

吉田美和著 中村正人監修 豊﨑由美構成・編集 株式会社新潮社

原装2015-143

吉田美和歌詩集 LOVE

吉田美和著 中村正人監修 豊﨑由美構成・編集 株式会社新潮社

原装2015-144

明智光秀の乱 天正十年六月政変 織田政権の成立と崩壊 小林正信

株式会社里文出版

原装2015-145

2040年の新世界 3Dプリンタの衝撃

ホッド・リプソン、メルバ・カーマン

株式会社東洋経済新報社

原装2015-146

明治の表象空間

松浦寿輝

株式会社新潮社

原装2015-147

数の森 ゼロから無限大の不思議

大関清太

株式会社里文出版

原装2015-148

正延正俊 1911-1995

正延敏、加藤瑞穂、倉科勇三編集

正延正俊作品集刊行委員会

原装2015-149

ヨコちゃんとライオン

角野栄子文、網中いづる絵、幅允孝・山口博之(BACH)

株式会社パイ インターナショナル

原装2015-150

イギリスからの手紙

林望

株式会社東京堂出版

原装2015-151

日本藝術の創跡19 芸術家のアトリエ――閃きと創造の楽園―― 二村志保、村宮健人、塩谷昇三、亀川恵子、田中彩

株式会社クオリアート

原装2015-152

ビジュアル世界大地図

左巻健男（監修）

株式会社日東書院本社

原装2015-153

『Arts and Media』volume04

『Arts and Media』編集委員会

松本工房
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請求記号

書籍名

著者・編者名

出版社名

原装2015-154

森永純 写真集 WAVE ～ All things change

森永純

株式会社かぜたび舎

原装2015-155

星と星座をみつけよう

森雅之

株式会社誠文堂新光社

原装2015-156

路面電車すごろく散歩

鈴木さちこ

株式会社木楽舎

原装2015-157

パンのミミたろう

及川賢治 竹内繭子 作・絵

株式会社学研教育出版

原装2015-158

地域包括ケアシステム構築のためのマネジメント戦略 筒井孝子

中央法規出版株式会社

原装2015-159

季節を知らせる花

白井明大・文、沙羅・絵

山川出版社

原装2015-160

土佐深夜日記

加藤勝也

株式会社クレオ

原装2015-161

川崎和男Design

川崎和男

株式会社ミネルヴァ書房

原装2015-162

UYUNI iS YOU

TABIPPO（編）

いろは出版

原装2015-163

凍る嘴

嶋田忠

株式会社平凡社

原装2015-164

Akira Yoshimura Works/吉村朗写真集

吉村朗 著/深川雅文・湊雅博・山崎弘義 編 大隅書店

原装2015-165

赤瀬川原平の芸術原論展―1960年代から現在まで

千葉市美術館（水沼啓和），大分市美術館 千葉市美術館，大分市美術館，広島市現代美
（岩尾徳信），広島市現代美術館（松岡剛） 術館，読売新聞社，美術館連絡協議会

原装2015-166

MOTHER

岡田敦

株式会社柏艪舎

原装2015-167

名人

梅佳代 著 盆子原明美 編集

静山社

原装2015-168

I LOVE MOROCCO

YUKA

合同会社 メディアイランド

原装2015-169

新・賠償責任保険の解説

「新・賠償責任保険の解説」編集委員会著
吉澤卓哉監修

株式会社保険毎日新聞社

原装2015-170

九代目 松本幸四郎

中村義裕

有限会社三月書房

10

第49回(2015)資料リスト

請求記号

書籍名

著者・編者名

出版社名

原装2015-171

更紗の時代 Ages of Sarasa

岩永悦子 正路佐知子

福岡市美術館

原装2015-172

デザイン司南 一寸先は暗闇

林英次、関康子

株式会社アクシス

原装2015-173

I Wonder If I Could Convey This Better by Writing It
Down 紙に書けばうまく伝わるのかな？

藤村豪&内野清香

藤村豪&内野清香

原装2015-174

必然的にばらばらなものが生まれてくる

田中功起

株式会社武蔵野美術大学出版局

原装2015-175

バーニー・ヒュークス アメリカン オリジナル（ＡＭＥＲＩＣＡＮ ＯＲＩＧＩＮＡＬ）

バーニー・ヒュークス（ＢＥＲＮＩＥ ＦＵＣＨＳ） 株式会社シングルカット

原装2015-176

芳年

岩切友里子

株式会社平凡社

原装2015-177

指を置く

佐藤雅彦 齋藤達也

株式会社美術出版社

原装2015-178

トリーズ（TRIZ）の発明原理 あらゆる問題解決に使え
高木芳徳
る[科学的]思考支援ツール

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

原装2015-179

レム・コールハースは何を変えたのか

五十嵐太郎 南泰裕

株式会社鹿島出版会

原装2015-180

エリイはいつも気持ち悪い エリイ写真集 produced by Chim↑Pom

Chim↑Pom

株式会社朝日出版社

原装2015-181

this year's model: go itami

伊丹豪

RONDADE

原装2015-182

Dreamed The Dream in The Dream 1957-1967 画家
にならなかった少女の画集

桜井郁子

トゥルーリング

原装2015-183

「探幽3兄弟-狩野探幽・尚信・安信-」展図録

佐々木英理子(板橋区立美術館)、野田麻
美(群馬県立近代美術館)

板橋区立美術館、群馬県立近代美術
館、読売新聞社、美術館連絡協議会

原装2015-184

水族館日記 いつでも明日に夢があった

鈴木克美

東海大学出版部

原装2015-185

絵本詩集 金色の翼

詩：なかにし礼 イラストレーション：宇野亞
株式会社響文社
喜良 英訳詩：ローラン・ミヨ

原装2015-186

ゆび★びゆー

木曽秀夫／作・絵

原装2015-187

ＮＨＫノージーのひらめき工房 ノージーのひまつぶしブック

ＮＨＫノージーのひらめき工房制作チーム＆
株式会社金の星社
tupera tupera
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請求記号

書籍名

著者・編者名

出版社名

原装2015-188

そこへゆけ Go There

佐久間元

roshin books

原装2015-189

ヒョウタン美術館

港千尋

牛若丸

原装2015-190

Vita Italiana

後藤鐵郎

株式会社リブロアルテ

原装2015-191

人生はZOOっと楽しい！ 毎日がとことん楽しくなる65の方法 水野敬也（作）

株式会社文響社

原装2015-192

かわいくて

紺野とも

思潮社

原装2015-193

石碑は語る 地震と日本人、闘いの碑記

森隆

株式会社保険毎日新聞社

原装2015-194

生命創造 起源と未来

アダム・ラザフォード

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

原装2015-195

日本産 魚料理大全

西潟正人

株式会社 緑書房

原装2015-196

リバーシブルマン 第3巻

ナカタニD.

株式会社日本文芸社

原装2015-197

可不可●西村佳也句集

西村佳也

白馬書店

原装2015-198

パンのおうさま

えぐちりか

株式会社小学館

原装2015-199

MINERVAⅨ

二村志保、村宮健人、塩谷昇三

株式会社クオリアート

原装2015-200

江戸マンガ 1 芋地獄

アダム・カバット

小学館

原装2015-201

江戸マンガ 2 人魚なめ

棚橋正博

小学館

原装2015-202

心

漱石

株式会社岩波書店

原装2015-203

君に目があり見開かれ

佐藤文香

港の人

原装2015-204

立方体の空

福永祥子

ぼっと舎
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請求記号

書籍名

著者・編者名

出版社名

原装2015-205

ワルミキ・ラーマヤン ⅰⅱ2巻セット

池田運訳 ワルミキ著

株式会社講談社ビジネスパートナーズ

原装2015-206

身体は幻

渡辺保

幻戯書房

原装2015-207

いろは判じ絵 江戸のエスプリ・なぞなぞ絵解き

岩崎均史

株式会社青幻舎

原装2015-208

大竹伸朗展 ニューニュー

大竹伸朗

edition.nord

原装2015-209

台所のメアリー・ポピンズ おはなしとお料理ノート

P.L.トラヴァース メアリー・シェパード

KTC中央出版 アノニマ・スタジオ

原装2015-210

ストロボフライ

もうひとつの研究所

株式会社青幻舎

原装2015-211

新装復刻版 現代図案文字大集成

辻克己編著

株式会社青幻舎

原装2015-212

長唄の世界へようこそ―読んで味わう、長唄入門

細谷朋子

有限会社春風社

原装2015-213

ニコラ ビュフ：ポリフィーロの夢

原美術館、ニコラ ビュフ

原美術館

原装2015-214

静かなる炎

フィリップ・カー (訳)柳沢伸洋

株式会社PHP研究所

原装2015-215

Fromひろしま

石内都

求龍堂

原装2015-216

3年の星占い牡羊座.2015-2017 /

石井ゆかり

株式会社WAVE出版

原装2015-217

3年の星占い牡牛座.2015-2017 /

石井ゆかり

株式会社WAVE出版

原装2015-218

3年の星占い双子座.2015-2017 /

石井ゆかり

株式会社WAVE出版

原装2015-219

3年の星占い蟹座.2015-2017 /

石井ゆかり

株式会社WAVE出版

原装2015-220

3年の星占い獅子座.2015-2017 /

石井ゆかり

株式会社WAVE出版

原装2015-221

3年の星占い乙女座.2015-2017 /

石井ゆかり

株式会社WAVE出版
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請求記号

書籍名

著者・編者名

出版社名

原装2015-222

3年の星占い天秤座.2015-2017 /

石井ゆかり

株式会社WAVE出版

原装2015-223

3年の星占い蠍座.2015-2017 /

石井ゆかり

株式会社WAVE出版

原装2015-224

3年の星占い射手座.2015-2017 /

石井ゆかり

株式会社WAVE出版

原装2015-225

3年の星占い山羊座.2015-2017 /

石井ゆかり

株式会社WAVE出版

原装2015-226

3年の星占い水瓶座.2015-2017 /

石井ゆかり

株式会社WAVE出版

原装2015-227

3年の星占い魚座.2015-2017 /

石井ゆかり

株式会社WAVE出版

原装2015-228

The Days of Platonic Love.

大山聡子、井上慎平、干場弓子

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

原装2015-229

Celebration.

大山聡子、井上慎平、干場弓子

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

原装2015-230

With love :From Love letter.

大山聡子、井上慎平、干場弓子

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

原装2015-231

I Love You.

大山聡子、井上慎平、干場弓子

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

原装2015-232

Millennium Romance.

大山聡子、井上慎平、干場弓子

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

原装2015-233

ノーモア・ヒバクシャ 改訂版

末永浩

株式会社長崎文献社

原装2015-234

ＮＨＫ Ｅテレ「にほんごであそぼ」 おっと合点承知之
助 ことばをつかってみよう

ＮＨＫＥテレ「にほんごであそぼ」制作班 編
株式会社金の星社
／齋藤孝 監修

原装2015-235

とびだす！3Ｄアートえほん ふしぎなかいだん

永井秀幸

株式会社金の星社

原装2015-236

大きな写真と絵でみる 地下のひみつ ①人類の地下活用の歴史

土木学会 地下空間研究委員会／監修
こどもくらぶ／編

あすなろ書房

原装2015-237

もう10年もすれば…消えゆく戦争の記憶-漫画家たちの証言 中国引揚げ漫画家の会／著 石原尚子・信太知美／編 株式会社今人舎

原装2015-238

ねこのでんきやスイッチオン

渡辺有一

14

株式会社フレーベル館

第49回(2015)資料リスト

請求記号

書籍名

著者・編者名

出版社名

原装2015-239

ねこと さかなで ねこざかな

わたなべゆういち

株式会社フレーベル館

原装2015-240

花也 Subtle Beauty

松村和彦

京都新聞企画事業株式会社 京都新
聞出版センター

原装2015-241

JP-01 SPK

松江泰治

株式会社赤々舎

原装2015-242

Costa d'Eva イヴの肋骨 中川多理人形作品集

中川多理

株式会社ステュディオ・パラボリカ

原装2015-243

百万本のバラ

小嶋房夫，小嶋令子

Bushitsu

原装2015-244

宇都宮美術館コレクション マルク・シャガール展 語る
藤原啓（宇都宮美術館） 他
シャガール、語られるシャガール

宇都宮美術館

原装2015-245

母の日記

秋川リサ

NOVA出版

原装2015-246

くだもののにおいのする日 松井啓子詩集

松井啓子

株式会社ゆめある舎

原装2015-247

歌集 さくらのゆゑ りとむコレクション85 りとむコレクション85 今野寿美

原装2015-248

シャネル、革命の秘密

著者 Lisa Chaney 監訳者 中野香織 編者 干場弓子 株式会社 ディスカヴァー・トゥエンティワン

原装2015-249

ぼくらの時代の本

クレイグ・モド(著) 樋口武志(訳) 大原ケイあ(訳) 株式会社ボイジャー

原装2015-250

戦争よりも本がいい

池内紀

株式会社講談社

原装2015-251

こころとしんぞう

中川ひろたか/文 村上康成/絵

株式会社保育社

原装2015-252

甘いお菓子は食べません

田中兆子

株式会社新潮社

原装2015-253

オレときいろ

ミロコマチコ著 筒井大介（野分編集室）編

株式会社WAVE出版

原装2015-254

まだ言葉のない朝

福田拓也

株式会社思潮社

原装2015-255

サラバ！上巻

西加奈子

株式会社小学館
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請求記号

書籍名

著者・編者名

出版社名

原装2015-256

朝吹真理子、福田里香、小林エリカ、ほしより
庭園美術館へようこそ 旧朝香宮邸をめぐる6つの物語 こ、mamoru、阿部海太郎 著、 上條桂子 編

河出書房新社

原装2015-257

希望の牧場

森絵都 作、 吉田尚令 絵

株式会社岩崎書店

原装2015-258

まばたき

穂村弘 作、 酒井駒子 絵

株式会社岩崎書店

原装2015-259

ウォーキング ウィズ クラフト―クラフトフェアまつもとの30年 新美正城・澤谷映

NPO法人 松本クラフト推進協会

原装2015-260

ルドルフ・シュタイナーの黒板絵

ルドルフ・シュタイナー 著

株式会社日東書院本社

原装2015-261

だいおういかのいかたろう

ザ・キャビンカンパニー

鈴木出版株式会社

原装2015-262

珍獣図鑑

成島悦雄（文）北村直子（絵）

有限会社ハッピーオウル社

原装2015-263

世界とつながる本当の方法 みて・きいて・かんじる陶芸 （編集）山口敦子（岐阜県現代陶芸美術館） 岐阜県現代陶芸美術館

原装2015-264

しかけ絵本Ⅱ 江戸から明治に見るあそびのしかけ

編集・解題：本庄美千代 編集協力：西村碧 中野豪雄（株式会社中野デザイン事務所）、
直井薫子（株式会社中野デザイン事務所）
（武蔵野美術大学 美術館・図書館）

原装2015-265

ベルベル語とティフィナグ文字の基礎―タリーフィート語（Tarīfīt）入門

石原忠佳

有限会社春風社

原装2015-266

デデムシ 新美南吉詩歌集

石川勝治・斎藤卓志

有限会社春風社

原装2015-267

山ふたり―鈴鹿・大峰・四国・山陰編

三輪敏弘・三輪和恵

有限会社春風社

原装2015-268

野村佐紀子写真集『TAMANO』

野村佐紀子

株式会社リブロアルテ

原装2015-269

サラバ！下巻

西加奈子

小学館

原装2015-270

伊奈かっぺい もっけのさいわい

伊奈かっぺい 佐藤元伸

有限会社おふいす・ぐう

原装2015-271

ケイン 生物学 第5版

M.L.CAINほか著 上村慎治 監訳

株式会社東京化学同人

原装2015-272

増やしたもん勝ち英単語――動物編――

前田和彦

株式会社 燃焼社
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日本地熱学会 地熱エネルギーハンドブッ
株式会社オーム社
ク刊行委員会 編

原装2015-273

地熱エネルギーハンドブック

原装2015-274

風神雷神はなぜ笑っているのか-対話による観賞完全講座 上野行一

光村図書出版株式会社

原装2015-275

再発見 信州の地名

上條宏之 ほか

柏企画

原装2015-276

ライプニッツと造園革命――ヘレンハウゼン、ヴェルサイユと葉っぱの哲学――

ホルスト・ブレーデカンプ著、原研二訳

産業図書株式会社

原装2015-277

カウンターパンチ 16世紀の活字製作と現代の書体デザイン

フレット・スメイヤーズ 著、 山本太郎 監
修、 大曲都市 訳

株式会社武蔵野美術大学出版局

原装2015-278

子どもを本嫌いにしない本

赤木かん子

株式会社大修館書店

原装2015-279

資生堂で学んだ まごごろの仕事術

関根近子

朝日新聞出版

原装2015-280

東アジア古文化論攷1・2

髙倉洋彰編

中国書店

原装2015-281

ネコ学入門―猫言語・幼猫体験・尿スプレー

クレア・ベサント著、三木直子訳

築地書館株式会社

原装2015-282

知的資本論 すべての企業がデザイナー集団になる未来 増田宗明

株式会社CCCメディアハウス

原装2015-283

死ぬまでに行きたい！世界の絶景 日本編

詩歩

株式会社三才ブックス

原装2015-284

空海 千二百年の輝き

永坂嘉光

株式会社小学館

原装2015-285

阿闍世のすべて―悪人成仏の思想史―

永原智行

株式会社法藏館

原装2015-286

遊べるBOOK vol.1 人との会話がはずむカードゲームの本 伴隆之(WONDER WORKS)

原装2015-287

Alice Box by ANZ あんずのアリスボックス

原作：ルイス・キャロル 文：桑原茂夫 絵：蟹江杏 カマル社

原装2015-288

愛蔵版コミックス ONEPIECE尾田栄一郎画集
GORILLA COLORWALK6

尾田栄一郎

株式会社集英社

原装2015-289

1日1鉄！ 中井精也 写真集

中井精也

株式会社インプレスジャパン
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著者・編者名

出版社名

原装2015-290

いぬやしき①

奥浩哉

株式会社講談社

原装2015-291

宇宙兄弟 23巻 限定版

小山宙哉 篠山紀信

株式会社講談社

原装2015-292

大きな園行事えほんシリーズ もちつき おしょうがつ

川本賢二 井上良子

株式会社チャイルド本社

原装2015-293

おやすみなさい

新井洋行作

株式会社童心社

原装2015-294

オリジナルグッズ・デザインコレクション

編集・執筆：株式会社フレア 企画・編集：津田淳子 グラフィック社

原装2015-295

音楽家のカルテ 椎名林檎

内田正樹 菅原豪（スイッチ・パブリッシング） 株式会社スイッチ・パブリッシング

原装2015-296

仮面ライダー 1971～1984 秘蔵写真と初公開資料で
株式会社講談社
蘇る昭和ライダー10人

株式会社講談社

原装2015-297

岸虎次郎作品集 冗談だよ、バカだな

岸虎次郎

株式会社太田出版

原装2015-298

Crossing Views Ⅰ

津田直・垣本泰美・今井智己・小瀬村真美＋土屋貴哉

Ｃｍarts

原装2015-299

原子力・量子・核融合事典

原子力・量子・核融合事典 編集委員会

丸善出版株式会社

原装2015-300

さわってごらん！ふしぎな ふしぎな まほうの木

クリスティ・マシソン作 大友剛訳

株式会社ひさかたチャイルド

原装2015-301

ジーニアス 英和辞典 第5版

南出康世 編

株式会社大修館書店

原装2015-302

ジャパン・アーキテクツ1945-2010『新建築』第89巻14
号 2014年11月別冊

新建築社出版部 齋藤恵梨香 新建築社
編集部 老松穂波

株式会社新建築社

原装2015-303

SWAN 白鳥の祈り 愛蔵版1 全2巻

有吉京子

株式会社平凡社

原装2015-304

SWAN 白鳥の祈り 愛蔵版2 全2巻

有吉京子

株式会社平凡社

原装2015-305

ゼロ・トゥ・ワン 君はゼロから何を生み出せるか

ピーター・ティール、ブレイク・マスターズ

NHK出版

原装2015-306

せんそう 昭和20年3月10日東京大空襲のこと

塚本千恵子文 塚本やすし絵

東京書籍株式会社
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原装2015-307

This is ASIAN KUNG-FU GENERATION

中條基（KADOKAWA），小野瀬正人

角川マガジンズ

原装2015-308

Dpartment of fine and Applied Arts,Kyoto University of
Art and Design Graduation Exhibition Catalogue 2013

著者：京都造形芸術大学 美術工芸学科 学科長 椿昇
アートディレクション：原田祐馬（UMA/design farm）

京都造形芸術大学 美術工芸学科

原装2015-309

ドリーム仮面

著者 中本繁、編者 藤本真佐夫、柳原一太、杉田淳子

㈱パルコ

原装2015-310

凪 nagi

木村尚樹

株式会社新日本出版社

原装2015-311

National Geographic Atlas of the World,Tenth Edition

National Geographic

National Geographic

原装2015-312

夏の朝

著者 本田昌子 画家 木村彩子

株式会社 福音館書店

原装2015-313

ビッグクエスチョンズ 宇宙

スチュアート・クラーク

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

原装2015-314

ビッグクエスチョンズ 物理

マイケル・ブルックス

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

原装2015-315

BABEL Ⅳ

重松成美

株式会社小学館

原装2015-316

ハルと魔法の国

さいとうひとり

株式会社サンマーク出版

原装2015-317

ブッダの変貌―交錯する近代仏教―

末木文美士 林淳 吉永進一 大谷栄一 編

株式会社法藏館

原装2015-318

プラトニック・プラネッツ

雪舟えま

株式会社KADOKAWA

原装2015-319

ブレンデッドウィスキー大全

土屋守

株式会社小学館

原装2015-320

法然仏教の諸相

藤本淨彦先生古稀記念論文集刊行会

株式会社法藏館

原装2015-321

ムーミンキャラクター図鑑

シルケ・ハッポネン

株式会社講談社

原装2015-322

ムーミンやしきは ひみつのにおい

トーベ・ヤンソン文 ベル・ウーロフ・ヤンソン
株式会社講談社
写真 渡部翠訳

原装2015-323

ムーン・トラックス タイガー立石のコマ割り絵画劇場

タイガー立石
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書籍名

著者・編者名

出版社名

原装2015-324

「モーツァルト・伝説の録音」第1巻

新忠篤 大原哲夫

株式会社飛鳥新社

原装2015-325

やなせたかし おとうとものがたり

やなせたかし

フレーベル館

原装2015-326

ゆめみの駅 遺失物係

安東みきえ

株式会社ポプラ社

原装2015-327

葭の渚 石牟礼道子自伝

石牟礼道子

株式会社藤原書店

原装2015-328

ラスト・ソング 人生の最期に聴く音楽

佐藤由美子

株式会社ポプラ社

原装2015-329

榮榮&映里：妻有物語

榮榮＆映里 妻有物語

三影堂出版有限公司 株式会社三影堂

原装2015-330

池澤夏樹＝個人編集 日本文学全集01 古事記

訳者：池澤夏樹

河出書房新社

原装2015-331

いち にの さん

きくちちき

えほんやるすばんばんするかいしゃ

原装2015-332

おやすみ神たち

著者・谷川俊太郎、川島小鳥／編集・川口
ナナロク社
恵子、坂下実千子

原装2015-333

かないくん

谷川俊太郎作 松本大洋絵

東京糸井重里事務所

原装2015-334

新版 昔のくらしの道具事典

岩崎書店編集部

株式会社岩崎書店

原装2015-335

新訳『ドラえもん』

漫画原作・藤子・F・不二雄 文・佐々木宏（シンガタ） 株式会社小学館

原装2015-336

装丁・装画の仕事 Workbook On Books 10

日本図書設計家協会 出版委員会

株式会社玄光社

原装2015-337

パーソナル英和・和英辞典 ダース・ヴェイダー版

学研辞典編集部[芳賀靖彦]

株式会社学研教育出版

原装2015-338

ビッグクエスチョンズ 数学

トニー・クリリー

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

原装2015-339

百人一首ワンダーランド

五味太郎

東京書籍株式会社

原装2015-340

不完全性定理

菊池誠

共立出版株式会社
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原装2015-341

ふしぎな にじ -かがみのえほん-

わたなべ ちなつ

株式会社福音館書店

原装2015-342

Paper Blossoms,Butterflies&Birds

Ray Marshall

CHRONICLE BOOKS
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