
第50回(2016)資料リスト

請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2016-1 「VISION」豊田市美術館　所蔵作品選2015
千葉真智子、成瀬美幸（豊田市美術館）、
D：原田祐馬・山副佳祐（UMA/design farm）

豊田市美術館

原装2016-2 「うまし　うるわし　奈良」の10年 ウェッジ/編 株式会社ウェッジ

原装2016-3 ENCYCLOPEDIA　OF FLOWERSⅡ　植物図鑑 アートワーク　東信　／　写真　椎木俊介 株式会社青幻舎

原装2016-4 ＮＨＫ　Ｅテレ「にほんごであそぼ」　うなりやべべン　べべンの紙芝居
ＮＨＫＥテレ「にほんごであそぼ」制作班 編
／齋藤孝　監修

株式会社金の星社

原装2016-5 I　DRAW 長場雄 Edition KAERUSENSEI

原装2016-6
アインシュタイン vs. 量子力学　ミクロ世界の実在をめ
ぐる熾烈な知的バトル

森田邦久 株式会社化学同人

原装2016-7 赤瀬川原平漫画大全 赤瀬川原平 株式会社河出書房新社

原装2016-8 赤と青のガウン 彬子女王 株式会社PHP研究所

原装2016-9
ACT OF LOVE　-A VISUAL DICTIONARY OF ANIMAL
COURTSHIP-

財津智英子・上條桂子・高橋直貴・宮原未
来・常松亜子・小川知子

ＨUMAN　RESEARCH

原装2016-10 あこがれ 川上未映子 株式会社新潮社

原装2016-11 あたしとあなた 谷川俊太郎 株式会社ナナロク社

原装2016-12 いかに死を受けとめたか 井藤美由紀 株式会社ナカニシヤ出版

原装2016-13
いのちの樹　The Tree of Life IKTT 森本喜久男　カン
ボジア伝統織物の世界

内藤順司 株式会社主婦の友社

原装2016-14 ヴァチカン教皇庁図書館展Ⅱ―書物がひらくルネサンス
印刷博物館学芸企画室、トッパンアイディア
センター、五柳書院

凸版印刷株式会社　印刷博物館

原装2016-15 うつくしいクロール 酒井均（編著）　 株式会社ローヤル企画

原装2016-16 うつる（生命誌年刊号vol.81-83） 中村桂子 新曜社

原装2016-17 ウラオモテヤマネコ 井上奈奈 株式会社堀之内出版
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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2016-18 駅程　島田幸典歌集 島田幸典 砂子屋書房

原装2016-19 EL POP-UP Jose Pons ASTERIX

原装2016-20 旺文社古語辞典　[第十版　増補版] 松村明、山口明穂、和田利政 株式会社旺文社

原装2016-21 Aurelian　自然と暮らす切り紙の世界 今森光彦 株式会社クレヴィス

原装2016-22 お母さんの笑顔が子どもを伸ばすLIFE IS HAPPY 高濱正伸 株式会社金の星社

原装2016-23 おさびし山のさくらの木 文／宮内婦貴子　絵／いせひでこ BL出版株式会社

原装2016-24 大人が学ぶ小学校の漢字 宮澤正明　 株式会社二玄社

原装2016-25 女たち三百人の裏切りの書 古川日出男 株式会社新潮社

原装2016-26 『COLORS』水谷吉法 水谷 吉法 株式会社アマナ

原装2016-27 「カリモク60」スタイルマガジンＫ カリモク家具株式会社、田邊直子 カリモク家具株式会社

原装2016-28 アメリーノ　着物やわらか暮らし 林アメリー 株式会社ハルメク

原装2016-29 英詞を味わう　洋楽名曲クロニクル 泉山真奈美 株式会社三省堂

原装2016-30
画家として、平和を希う人として　加納辰夫（莞蕾）の平
和思想

加納佳世子 メディアアイランド

原装2016-31 過去に公開した日記を現在の注釈とする：天麩羅 丹羽良徳（著） UMISHIBAURA

原装2016-32 歌集　思川の岸辺 小池光 一般財団法人角川文化振興財団

原装2016-33 学校では教えてくれない大切なこと①整理整頓 株式会社旺文社 株式会社旺文社

原装2016-34 学校では教えてくれない大切なこと②友達関係～自分と仲良く～ 株式会社旺文社 株式会社旺文社
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原装2016-35 学校では教えてくれない大切なこと③お金のこと 株式会社旺文社 株式会社旺文社

原装2016-36 学校では教えてくれない大切なこと④ステキになりたい 株式会社旺文社 株式会社旺文社

原装2016-37 学校では教えてくれない大切なこと⑤カッコよくなりたい 株式会社旺文社 株式会社旺文社

原装2016-38 学校では教えてくれない大切なこと⑥友達関係～気持ちの伝え方～ 株式会社旺文社 株式会社旺文社

原装2016-39 学校では教えてくれない大切なこと⑦物の流れ 株式会社旺文社 株式会社旺文社

原装2016-40 「池田良二」－静虚と精神の息吹
北澤智豊（武蔵野美術大学美術館図書
館）、PD 高智之（山田写真製版所）

武蔵野美術大学美術館図書館

原装2016-41 河童画巻 辰馬守拙 株式会社芸術新聞社

原装2016-42 歌でおぼえる　手話ソングブック3　あしたもあそぼう！ 新沢としひこ・中野佐世子・松田泉 鈴木出版株式会社

原装2016-43 KADOKAWA カードコレクション STAR WARS 20 株式会社KADOKAWA 株式会社KADOKAWA

原装2016-44 悲しみの秘義 若松英輔 株式会社ナナロク社

原装2016-45 神様とつながる　開運ごはん ちこ 株式会社神宮館

原装2016-46 Kawaii 澤田知子 株式会社青幻舎

原装2016-47 考えられないこと 河野多恵子 株式会社新潮社

原装2016-48 消えるオス　昆虫の性をあやつる微生物の戦略 陰山大輔 株式会社化学同人

原装2016-49 吉祥草伝説　小角隆男歌集 小角隆男 砂子屋書房

原装2016-50 ぎふ地歌舞伎衣裳 小栗幸江 株式会社岐阜新聞社

原装2016-51 Carolyne Roehm at Home in the Garden Carolyne Roehm, Marc Kristal
Potter Style, a division of Penguin
Random House LLC, New York.
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原装2016-52 菌・カビを知る・防ぐ60の知恵　プロ直伝！防菌・防カビの新常識 日本防菌防黴学会 株式会社化学同人

原装2016-53 倶会一処 前康輔 前康輔

原装2016-54
「Graduation Exhibition Catalogue2014」京都造形芸術
大学美術工芸学科「卒展」図録

原田祐馬（UMA/design farm）、D：山副佳
祐、津田祐子（UMA/design farm）

京都造形芸術大学　美術工芸学科

原装2016-55 くさい食べもの大全 小泉武夫 株式会社東京堂出版

原装2016-56 句集　森を離れて 矢野玲奈 一般財団法人　角川文化振興財団

原装2016-57 クラウン仏和辞典　第7版 天羽均　他編 株式会社三省堂

原装2016-58 クリスチャン・ラッセン版画作品集 クリスチャン・ラッセン 株式会社求龍堂

原装2016-59 ぐんげんどう　経・緯　（二冊組）
松場大吉・松場登美　写真＝藤井保　聞き
書き＝菅聖子

株式会社石見銀山生活文化研究所

原装2016-60 賢者の智慧の書 大竹稽 株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

原装2016-61 恋する能楽 小島英明 株式会社東京堂出版

原装2016-62 高収益事業の創り方(経営戦略の実践(1)) 三品和広 東洋経済新報社

原装2016-63 講談社の動く図鑑　MOVE 鉄道 山﨑友也/監修 株式会社講談社

原装2016-64 コービーの海 ベン・マイケルセン 鈴木出版株式会社

原装2016-65 虚空の橋 内藤明 短歌研究社

原装2016-66 ここは私達のいない場所 白井一文 株式会社新潮社

原装2016-67 こどもの時間　Childhood EmilyR.Grosholz クルミド出版

原装2016-68 古文を楽しく読むために 福田孝 株式会社ひつじ書房
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原装2016-69 THE 501® XX A COLLECTION OF VINRAGE JEANS
藤原裕(BERBERJIN)、川又直樹(SMILEY)/
監修　竹本泉/編集

株式会社ワールドフォトプレス

原装2016-70 The Art of Bamboo　餘香　王伝峰　挿花芸術 王伝峰 株式会社講談社エディトリアル

原装2016-71 『深夜百太郎　入口』 舞城王太郎 株式会社ナナロク社

原装2016-72 『深夜百太郎　出口』 舞城王太郎 株式会社ナナロク社

原装2016-73 桜前線開架宣言　Born after 1970 現代短歌日本代表 山田航　編著 株式会社左右社

原装2016-74 THE COLLECTION 金沢21世紀美術館
21世紀美術館、伊藤雅俊（マイブックサービ
ス）、菊地敦己（菊地敦己事務所）

株式会社マイブックサービス

原装2016-75 座談集　文士の好物 阿川弘之 株式会社新潮社

原装2016-76 山怪　山人が語る不思議な話 田中康弘 株式会社山と渓谷社

原装2016-77 Thunder & Lightnig Lauren Redniss
Random House, a division of Penguin
Random House LLC, New York

原装2016-78 ジーニアス英和辞典第5版机上版 南出康世 株式会社大修館書店

原装2016-79 色紙漢字かな交じり書　菜根譚・性霊集ほか 江口大象 株式会社二玄社

原装2016-80 Shizubi Project5　抽象する場　福嶋敬恭作品集
福嶋敬恭、以倉新、伊藤鮎（静岡市美術
館）、伊藤雅俊（マイブックサービス）

株式会社マイブックサービス

原装2016-81 死ぬまでに行きたい！世界の絶景 ホタル編 詩歩 株式会社三才ブックス

原装2016-82 島惑ひ 私の　石川為丸遺稿詩集
石川為丸/著　遺稿詩集刊行委員会/編（上
間常道 他）

有限会社榕樹書林

原装2016-83 シャーロック・ホームズの成功の秘訣　名探偵の人生訓 デヴィッド・アコード　訳：大原千晴 株式会社大修館書店

原装2016-84 若冲BOX FIVE COLORS 安村敏信 株式会社講談社

原装2016-85 写真集「海街diary」 瀧本幹也 株式会社青幻舎
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原装2016-86 写訳　春と修羅 齋藤陽道 株式会社ナナロク社

原装2016-87 殊能将之読書日記2000-2009 殊能将之 株式会社講談社

原装2016-88 SHUNGART 監修：早川聞多　文：橋本麻里 小学館

原装2016-89 小説への誘い　日本と世界の名作120 小池昌代、芳川泰久、中村邦生 株式会社大修館書店

原装2016-90 擾乱アワー 紺野とも 株式会社マイナビ出版

原装2016-91 昭和天皇実録 第一 宮内庁 編纂 東京書籍株式会社

原装2016-92 書評大全 共同通信　文化部編 株式会社三省堂

原装2016-93 SCHOOLGIRL COMPLEX 2006-2015 青山裕企 株式会社リブロアルテ

原装2016-94 Spirit of Challenge　ヤマハモーターサイクルレース　60年の軌跡 ヤマハ発動機株式会社・玄株式会社　協業 ヤマハ発動機株式会社

原装2016-95 知りたいディテール満載！木造住宅パーフェクト詳細図集 丸山弾 株式会社オーム社

原装2016-96 白い池 黒い池 イランのおはなし
リタ・ジャハーン＝フォルーズ/再話、ヴァリ・
ミンツィ/絵、もたい なつう/訳

光村教育図書株式会社

原装2016-97 鍼灸OSAKA116号　往診・往療・出張施術 鍼灸OSAKA編集委員会 森ノ宮医療学園出版部

原装2016-98 慎吾事典 SD SHINGO DICTIONARY VOLUME 1 香取慎吾　編 小学館

原装2016-99 シンハラ語・日本語辞典 野口忠司/編著 株式会社三省堂

原装2016-100 すごいぞ、これは！　（This is Amazing!) 埼玉県立近代美術館　前山裕司、渋谷拓、鴨原悠 心揺さぶるアート事業実行委員会

原装2016-101 すてきな漢字に出あえる赤ちゃんの名づけ事典 大修館書店編集部 株式会社大修館書店

原装2016-102 STREET RAMBLER 中藤毅彦 Gallery　Niepce
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原装2016-103 Stream　of　consciousness 鈴木理策 有限会社エディション・ノルト

原装2016-104 0～3さい　ももたろう　カードつき名作 とよたかずひこ（絵）、とよたかずひこ・苅田澄子（文） 株式会社学研プラス

原装2016-105 生誕100年 写真家・濱谷浩
編者 多田亞生、澤田佳三、加藤絢、野田
尚稔、片野恵介、江水彰洋

株式会社クレヴィス

原装2016-106 世界のともだち　トルコ　エブラ―ルの楽しいペンション 島本脩二 株式会社偕成社

原装2016-107 世界美術家大全 著者　ロバート・カミング 株式会社日東書院本社

原装2016-108 セシルマクビースタディコレクション　中１ 学研教育出版 株式会社学研プラス

原装2016-109 善と悪の経済学 トーマス・セドラチェク/著　村井章子/訳 東洋経済新報社

原装2016-110 大震災に学ぶ社会科学　第4巻　震災と経済 齋藤誠 東洋経済新報社

原装2016-111 闘いの記録 16号 2001-2012 全印総連　新日本印刷分会

原装2016-112 旅のことば　認知症とともによりよく生きるためのヒント 井庭崇・岡田誠　編 丸善出版株式会社

原装2016-113 多摩美術大学の80年　年表1935-2015 「多摩美術大学の80年」編集委員会 学校法人多摩美術大学

原装2016-114 21世紀の不平等
アンソニー・B・アトキンソン/著　山形浩生、
森本正史/訳

東洋経済新報社

原装2016-115 2の冒険 松田行正 牛若丸

原装2016-116 TANGE BY TANGE　1949-1959／丹下健三が見た丹下健三 監修＝岸和郎、原研哉　編著者＝豊川斎赫 TOTO出版

原装2016-117 TRAVEL WITH Zucca Berlin 大山貴広 A-net

原装2016-118 湛山読本　いまこそ、自由主義、再興せよ。 船橋洋一 東洋経済新報社

原装2016-119 地球の音符　豊里友行句集 豊里友行 沖縄書房
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原装2016-120 知能の物語 中島秀之 公立はこだて未来大学出版会

原装2016-121 知のデザイン　-自分ごととして考えよう 諏訪正樹・藤井晴行 株式会社近代科学社

原装2016-122 地平線の彼方から　人と大地のドキュメント 野町和嘉 株式会社クレヴィス

原装2016-123 築地―誕生前夜 井幡巌 有限会社サンハイム

原装2016-124 築地市場　絵でみる魚市場の一日 モリナガ・ヨウ 株式会社小峰書店

原装2016-125 佃日記　2001-2003 田中長徳 大隅書店

原装2016-126 照らす　中本速詩集 中本速 大隅書店

原装2016-127 10th Anniversary Happy Doll Project 高橋雅子、來嶋路子 Wonder　Art　Production/Hospital　Art　Lab

原装2016-128 東京ストライプ 横川辰之 ドルーク

原装2016-129 動物絵画の250年 府中市美術館 府中市美術館

原装2016-130 TOKYO　FANTOME 鈴木則彦 株式会社森岡書店

原装2016-131 匿名芸術家 青木淳悟 株式会社講談社

原装2016-132 TOPPANFORMS 50th History / TOPPANFORMS 50th Pioneer トッパンフォームズ株式会社 トッパンフォームズ株式会社

原装2016-133 友は野末に　九つの短編 色川武大 株式会社新潮社

原装2016-134 富山県建築設計監理協同組合「設立50周年記念誌」
「設立50周年記念志」編集委員会、編集：青
山直人（プランネット）

富山県建築設計監理協同組合

原装2016-135
ドラッカー・コレクション　珠玉の水墨画　「マネジメント
の父」が愛した日本の美

監修：川合正朝（千葉市美術館館長）、松尾知子 株式会社美術出版社

原装2016-136 とれたんずのえほん　はやぶさくん　つぎはー？ yajitama 株式会社オレンジページ　メディアリレーション部

8



第50回(2016)資料リスト

請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2016-137 トロワグロ Trois Grotesques 山内ケンジ 白水社

原装2016-138 ならべてあそぼう　ABC いしかわこうじ 株式会社小学館

原装2016-139 南山堂医学大辞典（第20版 豪華版） 株式会社南山堂

原装2016-140 日本インターネット書紀 鈴木幸一 株式会社講談社

原装2016-141 日本のえほん　たべもの　なあに 学研プラス 株式会社学研プラス

原装2016-142 縫い　その造形の魅力 うらわ美術館(島田有美子、滝口明子) うらわ美術館、読売新聞社、美術館連絡協議会

原装2016-143 博報堂120年史 株式会社博報堂 株式会社博報堂

原装2016-144 はじめての百人一首 吉海直人 鈴木出版株式会社

原装2016-145 バス停に立ち宇宙船を待つ 友部正人 株式会社ナナロク社

原装2016-146 長谷川豪　カンバセーションズ　ヨーロッパ建築家と考える現在と歴史 長谷川豪 LIXIL出版

原装2016-147 ぱたぱた絵本　くまさんどこかな？ 高橋香緒理 株式会社河出書房新社

原装2016-148 花づなの歌 水下和彦 水下和彦

原装2016-149 パンジャービー語・日本語辞典 岡口典雄 株式会社三省堂

原装2016-150 -日本の美-　日本刀　The Japanese Sword 稲田和彦 株式会社学研プラス

原装2016-151 「むムｍ」むらかみのごくごくふつうのくらしをならべてみました 村上広域観光ブランディング・デザイン研究会 村上市観光協会

原装2016-152 BALLPARK 株式会社横浜DeNAベイスターズ、株式会社アソボット 株式会社ダイヤモンド社

原装2016-153
Metaphor of Emotions in English: With Special Reference to the
Natural World and the Animal Kingdom as Their Source Domains 大森文子 株式会社ひつじ書房
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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2016-154 HIGASHIYA 緒方慎一郎 株式会社青幻舎

原装2016-155 美の仕事 脳科学者、骨董と戯れる 茂木健一郎 株式会社 目の眼

原装2016-156 ピピとキキノもちつきぺったん きしらまゆこ フレーベル館

原装2016-157 美貌格差　生まれつき不平等の経済学 ダニエル・S・ハマーメッシュ/著　望月衛/訳 東洋経済新報社

原装2016-158 VIEW OSAKA HOUSES 東松至朗　薮本絹美　野田紘未　中野里映 TOMATO FOTO HOUSE

原装2016-159 ひらく（生命誌年刊号vol.77-80） 中村桂子 新曜社

原装2016-160 広田半島の宝石箱2015 近江三喜男 近江三喜男

原装2016-161 ファンファンおばけやしき はんだみちこ フレーベル館

原装2016-162 FACIAL SIGNATURE 澤田知子 株式会社青幻舎

原装2016-163 笛吹きの 狂言綺語 著者：帆足正規　編者：吉本正春 吉本正春建築空間工房

原装2016-164 不思議の国のアリス ルイス・キャロル著/高山宏訳/佐々木マキ絵 株式会社亜紀書房

原装2016-165 プリンストン数学大全
ティモシー・ガワーズ/編　砂田利一、石井
仁司、平田典子、二木昭人、森真/訳

株式会社朝倉書店

原装2016-166 BLUE[S]　高橋宣之写真集 高橋宣之 株式会社高知新聞総合印刷

原装2016-167 北京大学版　中国の文明　第３巻　文明の確立と変容<上>
袁行霈、厳文明、張伝璽、楼宇烈／日本語
版監修・監訳　稲畑浩一郎

潮出版社

原装2016-168 へんなおでん はらぺこめがね 株式会社グラフィック社

原装2016-169 ぼくのまちをつくろう！ スギヤマカナヨ 理論社

原装2016-170 香港1995-1997　(青表紙) 山内道雄 株式会社shashasha
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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2016-171 香港1995-1997　(赤表紙) 山内道雄 株式会社shashasha

原装2016-172 Martha Stewart Weddings Ideas & Inspirathion Martha Stewart
Clarkson Potter, a division of Penguin
Random House LLC, New York

原装2016-173 魔法自家発電 谷和野 株式会社小学館

原装2016-174 マリンITの出帆　舟に乗り海に出た研究者のお話 和田雅昭 公立はこだて未来大学出版会

原装2016-175 漫画家たちが描いた怪談　うごめく狂気 監修・中野晴行 株式会社金の星社

原装2016-176 漫画家たちが描いた怪談　さまよう霊気 監修・中野晴行 株式会社金の星社

原装2016-177 漫画家たちが描いた怪談　ただよう妖気 監修・中野晴行 株式会社金の星社

原装2016-178
ミナカケル mina perhonen monologue　手から手へ受
け渡される価値

mina perhonen mina perhonen

原装2016-179 蓑助伝 撮影：渡邉肇　企画・編集：嶋田淳子 有限会社diapositive

原装2016-180 宮沢賢治「旭川。」より 文・画　あべ弘士 BL出版株式会社

原装2016-181 未来を生き抜くスキルはこう育てる パトリック・ニュウエル 著、三方洋子 訳 株式会社小学館

原装2016-182 MINTDESIGNS ミントデザインズ／勝井北斗　八木奈央 株式会社青幻舎

原装2016-183 ムサビのデザインⅤ　1960-80、日本のグラフィックデザイン
河内田絵美（武蔵野美術大学図書館）、AD
中野豪雄、PD高智之

武蔵野美術大学美術館図書館/造形
研究センター

原装2016-184 MPATA MPATTERN in AFRICA サイモン・ジョージ・ムバタ 株式会社木楽舎

原装2016-185 明治の建築家伊東忠太　オスマン帝国をゆく ウェッジ編 株式会社ウェッジ

原装2016-186 モーションシルエット　かげからうまれる物語
shilhouette books　（がじわらめぐみ、にいじ
またつひこ）

グラフィック社

原装2016-187 ユー　ガッタ　ラブソング　鳥飼茜短編集 鳥飼茜 株式会社講談社
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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2016-188 夕末文章 佐藤勇介 七月堂

原装2016-189 ゆきのんのん　ねこざかな わたなべゆういち フレーベル館

原装2016-190 Le comte des nuages : Masanao Abe face au mont Fuji 西野嘉章 アイメックス・ファインアート

原装2016-191 『YUSURIKA』水谷吉法 水谷 吉法 株式会社アマナ

原装2016-192 「ゆるす」という禅の生き方 枡野俊明 株式会社水王舎

原装2016-193 きものが語る　日本の雅 木村孝 株式会社ハルメク

原装2016-194 ユニコ　特装版　（上下巻セット） 手塚治虫 株式会社リトル・モア

原装2016-195 Unityで神になる本。 廣鉄夫 株式会社オーム社

原装2016-196 夢を叶えるターシャ・テューダー ターシャ・テューダー生誕100年記念プロジェクト 株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ

原装2016-197 横浜港ものがたり　―文学にみる港の姿― 志澤政勝 株式会社有隣堂

原装2016-198 夜のギニョール劇団　ロベール・クートラス　ポストカードブック 絵/ローベル・クートラス　文/岸真理子・モリア 株式会社リトル・モア

原装2016-199 LIVE　器と料理　to eat is to live 祥見知生 株式会社青幻舎

原装2016-200 LIM 松江泰治 株式会社青幻舎

原装2016-201 りんどうコーヒー 古川誠 クルミド出版

原装2016-202 ロマンシエ 原田マハ 小学館

原装2016-203 ロングライフを目指す　ビルのライフサイクルマネジメント ビルのライフサイクルマネジメント指針等作成委員会 公益社団法人　ロングライフビル推進協会

原装2016-204 わが愛憎の画家たち　針生一郎と戦後美術 宮城県美術館 読売新聞社、美術館連絡協議会
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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2016-205 私の小谷温泉　深田久弥とともに 深田志げ子 株式会社山と渓谷社

原装2016-206 once and again shun konno,ayaka konno SHE.

原装2016-207 ウィスキー＆ジョーキンズ　ダンセイニの幻想法螺話 ロード・ダンセイニ著　中野善夫訳 株式会社国書刊行会

原装2016-208 動きの悪魔 ステファン・グラビンスキ著　芝田文乃訳 株式会社国書刊行会

原装2016-209 おうすいポケット―新井奥邃語録抄　黒表紙 三浦衛／コール ダニエル 有限会社春風社

原装2016-210 おうすいポケット―新井奥邃語録抄　白表紙 三浦衛／コール ダニエル 有限会社春風社

原装2016-211 抗がん剤治療を受けるときに読む本 加藤隆佑 株式会社緑書房

原装2016-212 詩物語 西原大輔 七月堂

原装2016-213 修羅と永遠―西川徹郎論集成 西川徹郎（代表著者）・斎藤冬海（編纂委員会代表） 茜屋書店

原装2016-214 シンガポールの光と影　この国の映画監督たち 盛田茂 株式会社インターブックス

原装2016-215 哲学　はじめの一歩 立正大学文学部哲学科 有限会社春風社

原装2016-216 バガヴァッド・ギーター詳解 藤田晃 東方出版株式会社

原装2016-217 ベンチャーキャピタリストが語る　着眼の技法 古我知史 株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

原装2016-218 Mass 滝沢広 Newfave

原装2016-219 360° BOOK　白雪姫 著者　大野友資　／　編集　苑田大士 株式会社青幻舎

原装2016-220 360° BOOK　富士山 著者　大野友資　／　編集　苑田大士 株式会社青幻舎

原装2016-221 石をつむ 高橋宗正 ＶＥＲＯ
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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2016-222 島の手仕事　‐八重山染織紀行‐ 安本千夏 南山舎

原装2016-223 ナブラのための協奏曲－ベクトル解析と微積分－ 太田浩一 共立出版株式会社

原装2016-224
人は宇宙をどのように考えてきたか－神話から加速膨
張宇宙にいたる宇宙論の物語－

竹内努・市來淨興・松原隆彦 共立出版株式会社

原装2016-225 ふくいんしょえまき　イエスさま 上條滝子 一般財団法人 キリスト教視聴覚センター

原装2016-226 我が道を往く 多治川二郎・松村信人 株式会社澪標

原装2016-227 世界の動物遺産　世界編・日本編 （一社）自然環境研究センター（監修） 株式会社集英社

原装2016-228 1st Vintage モトックス100周年社史制作事務局編／島本脩二 株式会社モトックス

原装2016-229 北海道人のための南の島ガイドブック 舘浦あざらし のんびり出版社　海豹舎

原装2016-230 フォーカス ダニエル・ゴールマン 日本経済新聞出版社

原装2016-231 こころのメモ帳 河村満・岡崎真子 株式会社新興医学出版社

原装2016-232 ミシマ社の雑誌　ちゃぶ台「移住×仕事」号 株式会社ミシマ社 株式会社ミシマ社

原装2016-233 精神医学徒然草　教授室の窓辺から 武田雅俊・中方欣美 株式会社新興医学出版社

原装2016-234 わたしの獣たち 在本彌生 株式会社青幻舎

原装2016-235 漕ぎ出す船、人形の旅　作家・大野初子の遺産 森　美可 株式会社里文出版

原装2016-236 長谷川逸子　Section1～3 長谷川逸子 鹿島出版会

原装2016-237 JAPANESE DANDY 河合正人（著）、大川直人（写真） 有限会社万来舎

原装2016-238 改訂新版　旧暦読本 岡田芳朗／著 株式会社創元社
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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2016-239 近世刊行大坂図集成 脇田修／監修、小野田一幸、上杉和央／編 株式会社創元社

原装2016-240 瀲灔 ～そして、永遠の片思い～ 唐鎌史行 株式会社彩雲出版

原装2016-241 書影の森―筑摩書房の装幀1940-2014 臼田捷治 みずのわ出版

原装2016-242 おいしいもののまわり 土井善晴 株式会社グラフィック社

原装2016-243 生きる　劉連仁の物語 森越智子 株式会社童心社　

原装2016-244 歌集　砂丘律 千種創一 青磁社

原装2016-245 わからない音楽なんてない！　子どものためのコンサートを考える 大友直人　津上智実　有田栄 株式会社アルテスパブリッシング

原装2016-246 コミュニケーションのデザイン史　人類の根源から未来を学ぶ 高橋裕行 株式会社フィルムアート社

原装2016-247 桜前線開架宣言 山田航 左右社

原装2016-248 Sacrifice―未来に捧ぐ、再生のいけばな 片桐功敦 株式会社青幻舎

原装2016-249 生きとし生ける空白の物語 姜　信子 港の人

原装2016-250 心のてのひらに 稲葉真弓 港の人

原装2016-251 黒田泰蔵　白磁　TAIZO KURODA white porcelain 黒田泰蔵 株式会社求龍堂

原装2016-252 花 上野雄次・中里和人 而今禾

原装2016-253 怒りの玩具 著者　ロベルト・アルルト　編者　大田昌国 現代企画室

原装2016-254 歌集　ゼクエンツ　塔21世紀叢書264 河野美砂子 砂子屋書房

原装2016-255 石橋英之『Présage』 石橋英之 株式会社アマナ
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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2016-256 内藤礼│1985-2015　祝福 内藤礼（著者）、富井雄太郎（編集者） millegraph

原装2016-257 極限高地　チベット・アンデス・エチオピアに生きる 野町和嘉（写真・著）、武内太一、葛西陽子（編集） 日経ナショナル　ジオグラフィック社

原装2016-258 アーブル美術館「大贋作展」 アーブル美術館 合同会社ユナイテッドヴァカボンズ

原装2016-259 福本潮子作品集　藍の青 福本潮子 株式会社赤々舎

原装2016-260 世界で一番美しい海のいきもの図鑑 吉野雄輔 株式会社創元社

原装2016-261 寫眞集「薔薇刑」 細江英公 株式会社YMP

原装2016-262 わらべきみかのにこにこおめん わらべきみか 株式会社幻冬舎

原装2016-263 ターシャテューダーのヴィンテージポストカードブック メディアファクトリー 株式会社KADOKAWA

原装2016-264 My Book Tasha Tudor メディアファクトリー 株式会社KADOKAWA

原装2016-265 坂東本『顯淨土眞實教行證文類』角点の研究 赤尾栄慶・宇都宮啓吾 東本願寺出版

原装2016-266 土田康彦　運命の交差点（普及版） 土田康彦 株式会社ADP

原装2016-267 愛鳩の友 編集・発行人　明神恵里 株式会社愛鳩の友社

原装2016-268 和綴じ豆本　北斎漫画　全6冊箱入りセット 葛飾北斎　筆 /　永田生慈　編・解説 美術書出版株式会社　芸艸堂

原装2016-269 根源的暴力 鴻池朋子 株式会社羽鳥書店

原装2016-270 たべたのだれかな？視力あそび 高橋ひとみ 自由企画・出版

原装2016-271 うさぎは月のゆりかごに眠る 鳥毛清 美術書出版株式会社　芸艸堂

原装2016-272 〈日本幻想〉表象と反表象の比較文化論 野田研一 株式会社ミネルヴァ書房
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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2016-273 マンホール―意匠があらわす日本の文化と歴史― 石井英俊 株式会社ミネルヴァ書房

原装2016-274 メルロ＝ポンティ『眼と精神』を読む モーリス・メルロ＝ポンティ/著　富松保文/訳・注　 株式会社武蔵野美術大学出版局

原装2016-275 On the Beach 1 Jurgen Lehl / On the Beach 2 Jurgen Lehl 執筆：ヨーガン レール 小池一子　　編集：松浦秀昭 HeHe

原装2016-276 滔々と紅 志坂圭 株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

原装2016-277 たった５分で体が変わる　すごい熱刺激 井本邦昭 株式会社サンマーク出版

原装2016-278 むなしさの正体　正しい幸せの求め方 武田双雲 朝日新聞出版

原装2016-279 ワンダー R・J・パラシオ/作　中井はるの/訳 株式会社ほるぷ出版

原装2016-280 リサとガスパール　ひらがな・ABC育脳カード アン・グットマン/文　ゲオルグ・ハレンスレーベン/絵 株式会社小学館

原装2016-281 プログレッシブ　中学英和・和英辞典　charming Edition 吉田研作 株式会社小学館

原装2016-282 ゆびさしずかんえほん　どうぶつ 藤田翔/絵 成美堂出版

原装2016-283 ゴーマニズム宣言SPECIAL 大東亜論　第二部　愛国志士、決起ス 小林よしのり 株式会社小学館

原装2016-284 阪神タイガース　ヒストリー・トレジャーズ ベースボール・マガジン社　出版部 株式会社ベースボール・マガジン社

原装2016-285 ゴリラのかぞく　大好き！　ぎゅーっ 大野太郎/作・絵 成美堂出版

原装2016-286 女優魂　森光子『放浪記』二〇一七回の記録 篠山紀信/撮影 株式会社扶桑社

原装2016-287 マーク・トウェイン　完全なる自伝　Volume2
カリフォルニア大学マーク・トウェインプロジェクト
/編　和栗了　山本祐子　渡邊眞理子/訳

柏書房株式会社

原装2016-288 真昼の星への旅 水越武 株式会社新潮社

原装2016-289 特装愛蔵版　随想集　月と歩いた峠路 串田孫一 株式会社山と渓谷社
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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2016-290 Ｊ・Ａ・シーザー黙示録 Ｊ・Ａ・シーザー 東京キララ社

原装2016-291 新作能マクベス（DVD付） 羽衣国際大学日本文化研究所　泉紀子 有限会社和泉書院

原装2016-292 2015　TOYAMA　ADC年鑑
AD：羽田純、編集：羽田純、宮田祐美詠、
PD：熊倉桂三、高智之（山田写真製版所）

富山アートディレクターズクラブ

原装2016-293 金沢アートディレクターズクラブ年鑑2014 金沢アートディレクターズクラブ年鑑制作委員会 金沢アートディレクターズクラブ

原装2016-294
グラストンベリーの女神たちーイギリスのオルタナティ
ヴ・スピリチュアリティの民族誌

河西瑛里子 株式会社法藏館

原装2016-295 煌　中村佳睦の世界－仏画・工芸－ 中村佳睦 株式会社法藏館

原装2016-296 新・梵字大鑑　全2巻 種智院大学密教学会 株式会社法藏館

原装2016-297 心の平安 アフメト・ハムディ・タンプナル 株式会社藤原書店

原装2016-298 佐野碩－人と仕事　1905-1966 菅孝行 株式会社藤原書店

原装2016-299 21世紀スポーツ大辞典 中村敏雄、高橋健夫、寒川恒夫、友添秀則編集主幹 株式会社大修館書店

原装2016-300 世界一美しい本を作る男　シュタイデルとの旅　DVDブック 株式会社新潮社

原装2016-301 東西寄席演芸家名鑑 東京かわら版編集部 有限会社東京かわら版

原装2016-302 大石芳野写真集　戦争は終わっても終わらない 大石芳野 株式会社藤原書店

原装2016-303 顔をあらう水 蜂飼耳 株式会社思潮社

原装2016-304 詩人たちよ！ 四元康祐 株式会社思潮社

原装2016-305 さかさま ＴＥＲＵＫＯ（奥田輝子） 株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

原装2016-306 サイエンスペディア1000 著者：ポールパーソンズ　訳者：古谷美央 株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン
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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2016-307 佐賀偉人伝（全15巻） 杉谷昭（１巻） 佐賀県立佐賀城本丸歴史館

原装2016-308 幾何学 タナベシンスケ 倉敷意匠アチブランチ

原装2016-309 耳の笹舟 石田瑞穂 株式会社思潮社

原装2016-310 藤城清治の旅する影絵　日本 藤城清治 講談社

原装2016-311 タイムライダーズ　失われた暗号1 作＝アレックス・スカロウ　訳＝金原瑞人／樋渡正人 株式会社小学館

原装2016-312 タイムライダーズ　失われた暗号2 株式会社小学館

原装2016-313 エグゼクティブは美術館に集う 奥村高明 光村図書出版株式会社

原装2016-314 夜の神社の森のなか～ようかいろく～ 大野隆介 株式会社ロクリン社
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