
第52回（2018）資料リスト

請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2018-1
アイスクリームが溶けてしまう前に　(家族のハロウィーンのための
連作)

小沢健二、日米恐怖学会 株式会社福音館書店

原装2018-2 明日のひこうき雲 八束澄子 株式会社ポプラ社

原装2018-3
アメリカンドリームの終わり　あるいは、富と権力を集中させる10の
原理

ノーム・チョムスキー/著　寺島隆吉、寺島美紀子/訳 株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

原装2018-4 荒木陽子全愛情集 荒木陽子 有限会社港の人

原装2018-5 怪談５分間の恐怖　集合写真 中村まさみ 株式会社金の星社

原装2018-6 怪談５分間の恐怖　人形の家 中村まさみ 株式会社金の星社

原装2018-7 怪談５分間の恐怖　病院裏の葬り塚 中村まさみ 株式会社金の星社

原装2018-8 怪談５分間の恐怖　見てはいけない本 中村まさみ 株式会社金の星社

原装2018-9 四重奏デイズ 横田明子/作 株式会社岩崎書店

原装2018-10 熊谷守一　生きるよろこび
熊谷守一/作　東京国立近代美術館、日本経済新聞
社文化事業部/編

日本経済新聞社

原装2018-11 豪華版 小説 魔法使いの嫁　金糸篇
ヤマザキコレ、三田誠、蒼月海里、桜井光、佐藤さく
ら、藤咲淳一、三輪清宗、五代ゆう/執筆　ヤマザキ
コレ/監修

株式会社マッグガーデン

原装2018-12 ジナ ジナ ジーナ すずらん/え・ぶん Sakurai Art System

原装2018-13 書物と製本術　ルリユール／綴じの文化史 野村悠里 株式会社みすず書房

原装2018-14 世界を変える「デザイン」の誕生 バリー・M・カッツ/著　髙増春代/訳 CCCメディアハウス

原装2018-15 田辺聖子文学事典　ゆめいろ万華鏡 浦西和彦、檀原みすず、増田周子/編著 有限会社和泉書院

原装2018-16 天気のしくみ  雲のでき方からオーロラの正体まで 森田正光、森さやか、川上智裕 共立出版株式会社

原装2018-17 新美南吉　10冊の絵本 新美南吉/著　古賀智子/絵　ほか GALERIE Malle

原装2018-18 ひらめきパズルタングラム 大野直人 株式会社金の星社

原装2018-19 村上春樹のフィクション 西田谷洋 株式会社ひつじ書房

原装2018-20 ものがたりの庭　拝啓、お母さん 佐和みずえ/作　かんべあやこ/絵 株式会社フレーベル館
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原装2018-21 ウレット・ローン　基本有機化学 Robert J.Ouellette、J.David Rawn/著　狩野直和/訳 株式会社東京化学同人

原装2018-22 遠藤彰子　Cosmic Soul 遠藤彰子/著　武蔵野美術大学美術館・図書館/編 株式会社武蔵野美術大学出版局

原装2018-23 緒方 野趣と料理 緒方俊郎/著　越田悟全/写真撮影 株式会社青幻舎

原装2018-24 スチュワート　微分積分学（原著第8版）　I.微積分の基礎
James Stewart/著　伊藤雄二、秋山仁/監訳　飯田
博和/訳

株式会社東京化学同人

原装2018-25 HIROKO KOSHINO　it is as it is あるがまま　なすがまま コシノヒロコ 丸善プラネット株式会社

原装2018-26 三井造船㈱100年史 三井造船株式会社100年史編纂委員会/編 三井造船株式会社

原装2018-27 100GRAPHICS by HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 株式会社イッセイミヤケ

原装2018-28 アクシデント・レポート 樋口毅宏 株式会社新潮社

原装2018-29 ANNUAL REPORT 2017 株式会社フィールドフォー・デザインオフィス

原装2018-30 雨ニモマケズ 二歩

原装2018-31 いざなうもの 谷口ジロー 株式会社小学館

原装2018-32
ヴァージニア・ヘンダーソン　没後20年／生誕120年　記念コレク
ション

ヴァージニア・ヘンダーソン 株式会社日本看護協会出版会

原装2018-33 完本 春の城 石牟礼道子 株式会社藤原書店

原装2018-34 完本 丸山健二全集01 争いの樹の下で　一 丸山健二 株式会社柏艪舎

原装2018-35 詩画集　森にふく風　あるいは 声 峰岸了子/詩　峰岸伸輔/画・木口木版 shinartist（峰岸伸輔）

原装2018-36 私家版　精神医学事典 春日武彦 株式会社河出書房新社

原装2018-37 十角館の殺人<限定愛蔵版> 綾辻行人 株式会社講談社

原装2018-38 TURN NOTE 「TURN」を考えたときの言葉2016 森司/監修　佐藤恵美、奥山理子/編
アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都
歴史文化財団）

原装2018-39 田中陽造著作集　人外魔境篇 田中陽造 株式会社文遊社

原装2018-40 ナボコフ・コレクション　マーシェンカ/キング、クイーン、ジャック
ウラジーミル・ナボコフ/著　奈倉有里/訳　ウラジーミ
ル・ナボコフ/著　諫早勇一/訳

株式会社新潮社

原装2018-41 日本建築の形　Ⅱ 齋藤裕/著・写真 TOTO出版（TOTO株式会社）
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原装2018-42
バルザック王国の裏庭から――『リュジェリーの秘密』と他の作品
集

バルザック/著　宇多直久/編訳 有限会社春風社

原装2018-43 風神雷神（風の章、雷の章） 柳広司 株式会社講談社

原装2018-44 まねしんぼ日記 一田憲子　外の音、内の香

原装2018-45 名誉と恍惚 松浦寿輝 株式会社新潮社

原装2018-46 四代　田辺竹雲斎 四代田辺竹雲斎/作 田辺竹雲斎スタジオ

原装2018-47
リナ・ボ・バルディ　ブラジルにもっとも愛された建築家（リナ・ボ・バ
ルディ作品集）

リナ・ボ・バルディ/作　和多利恵津子/監修 TOTO株式会社　文化推進部

原装2018-48 one way or another Kouichi Tabata/作 Yutaka Kikutake Gallery

原装2018-49 earthly flowers,heavenly colors 株式会社MATOI PUBLISHING

原装2018-50 Advertising is　Takuya Onuki Advertising Works 1980-2010
大貫卓也/著　大庭久実、前島そう、白滝明央、島森
路子、天野祐吉/編集

株式会社グラフィックス社

原装2018-51 一枚皮だからな、我々は。 北田瑞絵 塩竃フォトフェスティバル

原装2018-52 ヴォルス――路上から宇宙へ ヴォルス/作 株式会社左右社

原装2018-53 UTSUSUカタログ OOKABE GLASS HD 株式会社

原装2018-54 海の唄 麻砂乃里/詩と絵 株式会社WAVE出版

原装2018-55 かさ Coci la elle 株式会社青幻舎

原装2018-56 KAZE2016年鑑 Kaze Workshop/編 東京演劇集団風

原装2018-57 金沢ADC年鑑2016 金沢アートディレクターズクラブ

原装2018-58 洸庭　名和晃平｜SANDWICH 名和晃平、Sandwich/作　フェリエ肇子/監修 神勝寺　禅と庭のミュージアム

原装2018-59 杮　2016年　真珠菴修復　写真記録 真珠菴

原装2018-60 孤高の祈り　ギリシャ正教の聖山アトス 中西裕人/写真・文 株式会社新潮社

原装2018-61 漆芸の見かた 小林真理/編著 株式会社誠文堂新光社

原装2018-62 精緻なディテール満載　住宅断面詳細図集 田井幹夫 株式会社オーム社
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原装2018-63 宙から桜が見えますか いわき万本桜プロジェクト

原装2018-64 彫刻の問題 白川昌生、金井直、小田原のどか トポフィル

原装2018-65 Tokyu Agency Recruit 2018 株式会社東急エージェンシー

原装2018-66 東京の家 ジェレミ・ステラ 株式会社青幻舎

原装2018-67 能面の見かた 小林真理/編著　宇髙通成/監修 株式会社誠文堂新光社

原装2018-68 春木麻衣子作品集「＿etｃ.」 春木麻衣子/撮影 株式会社赤々舎

原装2018-69 パロディ、二重の声　日本の一九七〇年代前後左右 東京ステーションギャラリー

原装2018-70 不思議の国のアリス・鏡の国のアリス(２冊BOXセット) ルイス・キャロル/著　高山宏/訳 株式会社亜紀書房

原装2018-71 BUDO― Japanese Martial Arts
日興美術株式会社/Nikko Graphic Arts
Co.,Ltd.

原装2018-72 Blind Date 志賀理江子 T＆M Projects

原装2018-73 松任谷由実　コンサートツアーパンフレット「宇宙図書館」 有限会社雲母社

原装2018-74 モダンリビングへの夢 産業工芸試験所の活動から
武蔵野美術大学　美術館・図書館/造形研究
センター

原装2018-75 米谷清和展　Day by Day 米谷清和

原装2018-76 RIZE　1997-2017
TENSAIBAKA RECORDS/株式会社
PARADOX

原装2018-77 歴史する！Doing history！
飯山由貴、梅田哲也、大木裕之、酒井咲帆
+ALBUS、坂﨑隆一、田代一倫/作

福岡市美術館

原装2018-78 WANOBI　2017秋 思文閣株式会社

原装2018-79 WANOBI　2017夏 思文閣株式会社

原装2018-80 WANOBI　2017春 思文閣株式会社

原装2018-81 「イデミスギノ」進化する菓子 杉野英実 株式会社柴田書店

原装2018-82 麻田浩 －静謐なる楽園の廃墟－ 麻田浩/画 株式会社青幻舎

原装2018-83 艶漢ヴィジュアルブック 尚月地 株式会社新書館
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原装2018-84 unknown 鍵井靖章/写真・文 日経ナショナル ジオグラフィック社

原装2018-85 石田えり写真集56 ピーター・リンドバーグ/撮影 株式会社講談社

原装2018-86 伊丹豪写真集　Go Itami:photocopy RONDADE

原装2018-87 うつやか 小林鷹/撮影 光村推古書院株式会社

原装2018-88 岡本太郎の東北 岡本太郎/撮影　平野暁臣/編 株式会社小学館クリエイティブ

原装2018-89 おかやまの炭焼き 立石憲利 吉備人出版

原装2018-90 Ｇマーク大全　グッドデザイン賞の六〇年 公益財団法人日本デザイン振興会

原装2018-91 人工知能学大事典 人工知能学会/編 共立出版株式会社

原装2018-92 菅木志雄「志向する界景」 菅木志雄/作 小山登美夫ギャラリーオフィス

原装2018-93 座って学ぶ椅子学講座 －ムサビ近代椅子コレクション400脚 島崎信/執筆 武蔵野美術大学　美術館・図書館

原装2018-94 月を知る！ 三品隆司/構成・文　吉川真/監修 株式会社岩崎書店

原装2018-95 傳　進化する　トーキョー日本料理 長谷川在佑 株式会社柴田書店

原装2018-96 NEW SCIENTIST　起源図鑑
グレアム・ロートン/著　ジェニファー・ダニエル/絵
佐藤やえ/訳

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

原装2018-97 文京区制70周年記念　写真で綴る「文の京」 歴史と文化のまち 文京区/編纂 文京区

原装2018-98 成果報告集「ものづくりの話をしよう」 福島県商工労働部産業創出課

原装2018-99 装いの心理と行動　被服心理学へのいざない
小林茂雄、藤田雅夫/編著　内田直子、孫珠熙、内
藤章江/著

株式会社　アイ・ケイコーポレーション

原装2018-100 我が家 山本雅紀 禪フォトギャラリー

原装2018-101 グランドセンチュリー英和辞典 第４版 宮井捷二、P.E.Davenport、三省堂編修所/編 株式会社三省堂

原装2018-102 グランドセンチュリー和英辞典 第３版 新装版 小西友七/監修　岸野英治/編 株式会社三省堂

原装2018-103 三国志事典 渡邉義浩 株式会社大修館書店

原装2018-104 シルケ・オットー・ナップ　フロリアン・プムフースル　距離の比率 シルケ・オットー・ナップ、フロリアン・プムフースル/作 タカ・イシイギャラリー
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原装2018-105 新明解国語辞典　第七版　特装青版
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

株式会社三省堂

原装2018-106 scrapbook Hikotaro Kanehira ＋ statements

原装2018-107
TAKEO DESK DIARY 2018 vol.60 ARTISAN　フランスの伝統と革
新

株式会社竹尾

原装2018-108 中原中也ベスト詩集  ホラホラ、これが僕の骨 中原中也 ロゼッタストーン

原装2018-109 にじいろの さかな スクラッチアートえほん マーカス・フィスター/絵 株式会社講談社

原装2018-110 日本産ミジンコ図鑑 田中正明、牧田直子 共立出版株式会社

原装2018-111
日本のワインアロマホイール＆アロマカードで分かる！ ワインの
香り

東原和成、佐々木佳津子、渡辺直樹、鹿取みゆき、
大越基裕

株式会社虹有社

原装2018-112 脱いでみた。 Yuri Hanamori/撮影 株式会社ワニブックス

原装2018-113 PEELING CITY 新納翔 ふげん社

原装2018-114
肥後と球磨　その原史世界に魅せられし人々―肥後と琉球の考古
学史―

木﨑康弘 人吉中央出版社

原装2018-115 Hey! Say! JUMP 2017.4-2018.3  オフィシャルカレンダー 株式会社講談社

原装2018-116 Papertype 365 days 360°calendar ペーパーパレードプリンティング

原装2018-117 ポケット六法　平成30年版 山下友信, 宇賀克也/編集代表 株式会社有斐閣

原装2018-118 magma's magma,CEKAI

原装2018-119 未開封の包装史 林健男 株式会社ダイヤモンド社

原装2018-120 料理書のデザイン 鈴木めぐみ/編 誠文堂新光社

原装2018-121 上方の風雅 地歌（三弦）筝曲（箏） 斉藤春子 株式会社燃焼社

原装2018-122 三省堂全訳読解古語辞典　第五版
鈴木一雄/編　小池清治/編者代表　倉田実、石埜敬
子、森野崇、髙山善行/編

株式会社三省堂

原装2018-123 三省堂全訳読解古語辞典 第五版 小型版
鈴木一雄/編　小池清治/編者代表　倉田実、石埜敬
子、森野崇、髙山善行/編

株式会社三省堂

原装2018-124 ジャック＝アンリ・ラルティーグ　幸せの瞬間をつかまえて ジャック = アンリ・ラルティーグ/撮影 株式会社コンタクト

原装2018-125 新全訳古語辞典 林巨樹、安藤千鶴子/編 株式会社大修館書店
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原装2018-126 selfpolaroids 禪フォトギャラリー

原装2018-127 届かない場所 高松明日香展 The Unreachable Place 高松明日香/画
三鷹市美術ギャラリー・公益財団法人三鷹ス
ポーツと文化財団

原装2018-128 狼煙 照井壮平/写真・文 道音舎

原装2018-129 遥かなる遠山郷　60年前の記憶 塚原琢哉/著　櫻井弘人/文 信濃毎日新聞社

原装2018-130 ベーシックジーニアス英和辞典 第2版 原川博善、畠山利一/編集主幹 株式会社大修館書店

原装2018-131 アートのなぞなぞ－高橋コレクション展 静岡県立美術館

原装2018-132 ASTROLABE 伊豫田晃一 12星座作品集 ギャラリーロイユ

原装2018-133 暗黒神話 諸星大二郎 集英社

原装2018-134 伊勢神宮　神事編 藤田庄市/写真　河合真如/文 株式会社新潮社

原装2018-135 イッセイさんはどこから来たの？  三宅一生の人と仕事 小池一子 HeHe

原装2018-136 Into the Light 山谷佑介 T＆M Projects

原装2018-137 歌川国芳　２１世紀の絵画力 歌川国芳/画　府中市美術館/編 株式会社講談社

原装2018-138 英語版　絵本　化鳥
original story by Izumi Kyōka　illustrated by
Nakagawa Gaku　translated by Peter Bernard

株式会社国書刊行会

原装2018-139 おかやまと中国地方の建築家
おかやまと中国地方の建築家編集委員会/企画・編
集

吉備人出版

原装2018-140
カイ・フランクへの旅― “フィンランド・デザインの良心”の軌跡をめ
ぐる

小西亜希子/著　永禮賢/写真 株式会社グラフィック社

原装2018-141 京の至宝　黒田辰秋
黒田辰秋/作　青木正弘/監修　imura art planning/
編

imura art + books

原装2018-142 高意匠性ポリカーボネート樹脂写真集　First book 三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社

原装2018-143 古代アンデス文明展[図録]
島田泉、篠田謙一/編　渡部森哉/日本語翻訳監修
武井摩利、渡部森哉、芝田幸一郎/訳

TBSテレビ

原装2018-144
THE ONSEN CATALOGUE Covering Kyushu,from Kagoshima to
Fukuoka

知られざる地元の名泉、The Onsen Magazine/撮影 アンノウン・ジャパン株式会社

原装2018-145 シューベルトの「冬の旅」 イアン・ボストリッジ/著　岡本時子、岡本順治/訳 株式会社アルテスパブリッシング

原装2018-146
詳細ディテールを読み解く 木造住宅のつくり方 「朝霞の家」ができ
るまで

熊澤安子 株式会社オーム社
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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2018-147 杉戸洋　とんぼとのりしろ 杉戸洋/作 東京都美術館

原装2018-148 諏訪敦絵画作品集 Blue 諏訪敦 株式会社青幻舎

原装2018-149 富永善輝作品集　ようこそ山岡の家へ 株式会社スパイラル

原装2018-150 70年のあゆみ 70年のあゆみ編纂事務局/編 株式会社ミツバ

原装2018-151 練馬区立美術館所蔵作品目録 練馬区立美術館/編 練馬区立美術館

原装2018-152 日々 加藤孝 玄光社

原装2018-153 松井守男作品集「ルルド」 アポロニア株式会社

原装2018-154 宮本常一コレクションガイド 宮本常一記念館/編　森本孝/監修 みずのわ出版

原装2018-155 RIVER 木曽川×発電所 吉村和敏 信濃毎日新聞社

原装2018-156 RE:PLAY

原装2018-157 あかちゃんといっしょ　しかけえほん④　みつけて じょうず おのうえ稔/作・絵 株式会社フレーベル館

原装2018-158 あかちゃんといっしょ　しかけえほん⑤　ちょうちょ　ひらひら 新井洋行/作・絵 株式会社フレーベル館

原装2018-159 あるかしら書店 ヨシタケシンスケ 株式会社ポプラ社

原装2018-160 石内都　肌理と写真 石内都 株式会社求龍堂

原装2018-161 永遠番長 株式会社横浜ＤｅＮＡベイスターズ

原装2018-162 絵本　江戸のまち 太田大輔/作 株式会社講談社

原装2018-163 おにぎりのひみつ かとうまふみ/作・絵 株式会社フレーベル館

原装2018-164 かたぬきあかちゃんえほん③　ぱくぱく はーい！ あかいしゆみ/作・絵 株式会社フレーベル館

原装2018-165 キラキラ☆プリキュアアラモード メイクぬりええほん 株式会社講談社

原装2018-166 さいとう・たかを[ゴルゴ13]イラスト画集 さいとうたかを 株式会社小学館

原装2018-167 サファリ 松岡たつひで/作・絵 株式会社金の星社
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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2018-168 小学館　紙育シリーズ　OYAKO MOOK　ぺぱぷんたす001 株式会社小学館

原装2018-169 スケッチブック・シアター おかいものだいすき 浦中こういち/作 株式会社かもがわ出版

原装2018-170 すまいる かくまさみ/作　よしおかアコ/絵 株式会社出版ワークス

原装2018-171 たるとたたんのたいこまつり ノーブスミー/さく・え 株式会社出版ワークス

原装2018-172 東京まちがいさがし 藤原徹司/作・絵 株式会社金の星社

原装2018-173 東京ヤルセナキオ 横川辰之/撮影・編集・テキスト ドルーク

原装2018-174 日本の伝説 きつねの童子 安倍晴明伝 堀切リエ/文　いしいつとむ/絵 子どもの未来社

原装2018-175 ねこと さかなと なみぼうず わたなべゆういち/作・絵 株式会社フレーベル館

原装2018-176 猫魔ヶ岳の妖怪 福島の伝説 八百板洋子/再話　斎藤隆夫/絵 株式会社福音館書店

原装2018-177 ばいかる丸 柳原良平 株式会社岩崎書店

原装2018-178 100年の眼差し　サカヱのあゆみ　ものづくりの精神を次世代へ サカヱ社史編集室/編 株式会社サカヱ

原装2018-179 福本繁樹作品集 愚のごとく、然りげなく、生るほどに 福本繁樹 株式会社淡交社

原装2018-180 ふしぎの国のアリス
松本かつぢ/え　宇津原ゆかり/文　宇津原充地栄/
総合監修

ニジノ絵本屋株式会社

原装2018-181 ブラックライトでさがせ！ 妖怪探偵修業中 ヨシムラヨシユキ イラスト 株式会社パイ インターナショナル

原装2018-182 ぼくはパン Ju suis le pain かねこあつしやすこ/文　Atsushi Kaneko/絵 Blood Tube Inc.

原装2018-183 本の子
オリヴァー・ジェファーズ、サム・ウィンストン/作　柴
田元幸/訳

株式会社ポプラ社

原装2018-184 窓をひろげて考えよう　体験！メディアリテラシー 下村健一 株式会社かもがわ出版

原装2018-185
ヨコハマ・シティブランディングマガジン　PeRRY  August　2017,
vol.2

横濱まちづくり倶楽部ヨコハマ・スタイル部会「Perry」
編集室/編

一般社団法人　横濱まちづくり倶楽部

原装2018-186
ヨコハマ・シティブランディングマガジン　PeRRY  January　2017,
vol.1

横濱まちづくり倶楽部ヨコハマ・スタイル部会「Perry」
編集室/編

一般社団法人　横濱まちづくり倶楽部

原装2018-187 インドネシアの基礎知識 加納啓良 株式会社めこん

原装2018-188 失われた地図 恩田陸 株式会社KADOKAWA
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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2018-189 美しいものを　花森安治のちいさな絵と言葉集 花森安治 株式会社暮らしの手帖社

原装2018-190 雲知桃天使千体像 南椌椌/著　添田康平/寫眞 有限会社七月堂

原装2018-191 映画の乳首、絵画の腓　AC2017 滝本誠 株式会社幻戯書房

原装2018-192
[英文版]日本木造遺産　千年の建築を旅する　Japan's Wooden
Heritage: A Journey Through a Thousand Years of Architecture

Terunobu Fujimori, Mitsumasa Fujitsuka/著
translated by Hart Larrabee

JAPAN LIBRARY　一般財団法人出版文化産
業振興財団

原装2018-193 沖縄という名　かなたへの海 浜昇 ソリレス書店

原装2018-194 沖縄という名　シマ　それ自身の終わりなき時へ 浜昇 ソリレス書店

原装2018-195 沖縄という名＞　Positions 1969-1988 浜昇 ソリレス書店

原装2018-196 おしゃべりな筋肉 西川貴教 株式会社新潮社

原装2018-197 歌集　わたくしが樹木であれば 岡崎裕美子 青磁社

原装2018-198 金子光晴の唄が聞こえる 松本亮 株式会社めこん

原装2018-199 画文集　旅の貼り絵 安田彰 有限会社春風社

原装2018-200 狩人の悪夢 有栖川有栖 株式会社KADOKAWA

原装2018-201 今日の人生 益田ミリ 株式会社ミシマ社

原装2018-202 句集　霜琳 日高俊平太/著　榎本好宏/監修 樹芸書房

原装2018-203 ゲームの規則Ⅰ　抹消 ミシェル・レリス/著　岡谷公二 訳 株式会社平凡社

原装2018-204 ゲームの規則Ⅱ　軍装 ミシェル・レリス/著　岡谷公二 訳 株式会社平凡社

原装2018-205 幸田文　「台所育ち」というアイデンティティー 藤本寿彦 株式会社田畑書店

原装2018-206 詩集　渡邊坂 中井ひさ子 土曜美術社出版販売株式会社

原装2018-207 史上最悪の英語政策―ウソだらけの「4技能」看板 阿部公彦 株式会社ひつじ書房

原装2018-208 時代を「写した」男ナダール　1820-1910 石井洋二郎 株式会社藤原書店
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原装2018-209 小辞譚　辞書をめぐる10の掌編小説
加藤ジャンプ、木村衣有子、小林紀晴、小林恭二、澤
西祐典、三遊亭白鳥、中川大地、藤谷文子、藤谷
治、文月悠光

株式会社猿江商會

原装2018-210 少年サンデーコミックススペシャル　青山剛昌30周年本 安部しのぶ、唐澤和也 株式会社小学館

原装2018-211 神秘大通り（下） ジョン・アーヴィング/著　小竹由美子/訳 株式会社新潮社

原装2018-212 神秘大通り（上） ジョン・アーヴィング/著　小竹由美子/訳 株式会社新潮社

原装2018-213 水天のうつろい 岡田ユアン 株式会社らんか社

原装2018-214 世界黄昏 久々湊盈子 砂子屋書房

原装2018-215 そのままでいい 田口久人 株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

原装2018-216 月を流さず　和尚の語り草 早坂文明 蕃山房

原装2018-217 戸谷成雄――現れる彫刻 戸谷成雄/作　田中正之/監修 武蔵野美術大学　美術館・図書館

原装2018-218 なくなりそうな世界のことば 吉岡乾 株式会社創元社

原装2018-219 パーマネント神喜劇 万城目学 株式会社新潮社

原装2018-220 BUTTER 柚木麻子 株式会社新潮社

原装2018-221 春の消息 柳美里、佐藤弘夫/著　宍戸清孝/写真 株式会社第三文明社

原装2018-222 人 梁丞佑 禪フォトギャラリー

原装2018-223 FURTHER CENTER (Poems 1970～1998） Yoko Danno The IKUTA PRESS

原装2018-224 文学問題（F+f)+ 山本貴光 株式会社幻戯書房

原装2018-225 ぼくの美術ノート 原田治 株式会社亜紀書房

原装2018-226 歩行熱　ヒトはひたすら歩いて進化した 松田行正/著・造本デザイン 牛若丸

原装2018-228 まど・みちお  詩と童謡の表現世界 張晟喜 株式会社風間書房

原装2018-227 見えない涙 若松英輔 株式会社亜紀書房
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原装2018-229 港の人　付単行本未収録詩 北村太郎 有限会社港の人

原装2018-230 モンテーニュの書斎――『エセー』を読む 保苅瑞穂 株式会社講談社

原装2018-231 山の標本 - 東塔堂

原装2018-232 失われたドーナツの穴を求めて 芝垣亮介、奥田太郎 編 さいはて社

原装2018-233 ことば 木村高一郎 株式会社リブロアルテ

原装2018-234 ごはんはおいしい ぱくきょんみ/文　鈴木理策/写真 株式会社福音館書店

原装2018-235 魚っ食いのための珍魚食べ方図鑑 西潟正人 株式会社緑書房

原装2018-236 縄紋時代史（上）―縄紋仁の祖先たち 安斎正人 株式会社敬文舎

原装2018-237 深化する一般相対論　ブラックホール・重力波・宇宙論 田中貴浩 丸善出版株式会社

原装2018-238
身体感覚の旅　　舞踊家レジーヌ・ショピノとパシフィックメルティン
グポット

梅原賢一郎、本間直樹、高嶋慈、那須誠、レジーヌ・
ショピノ/著　富田大介/編

大阪大学出版会

原装2018-239 崇高の修辞学 星野太 有限会社月曜社

原装2018-240 生命誌 年刊号vol.88-91 ゆらぐ 中村桂子/編 新曜社

原装2018-241 世界の狩猟と自由狩猟の終わり
アリーゴ・D.マンフレディーニ/著　バード法律事務所
/編訳

株式会社大学教育出版

原装2018-242 関野吉晴ゼミ　カレーライスを一から作る 前田亜紀 株式会社ポプラ社

原装2018-243 珍獣ドクターのドタバタ診察日記 田向健一 株式会社ポプラ社

原装2018-244 灰色の服のおじさん
フェルナンド・アロンソ/著　ウリセス・ウェンセル/絵
轟志津香/訳

株式会社小学館

原装2018-245 ハイパーソニック・エフェクト 大橋力 株式会社岩波書店

原装2018-246 Back On The Highway 小林昭 Bueno! Books

原装2018-247 100年の木の下で 杉本りえ/著　佐竹美保/画 株式会社ポプラ社

原装2018-248 Beyond Human 超人類の時代へ イブ・ヘロルド/著　佐藤やえ/訳 株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

原装2018-249 保育園産の米 大阪誠昭会 パレード
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原装2018-250

『ポケットモンスター　サン・ムーン・Uサン・Uムーン設定資料集
Essential』
収録『ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン対応
　公式ポケモンぜんこく図鑑2018』特別版

元宮秀介、ワンナップ/著　ポケモン、ゲームフリーク
/監修

株式会社オーバーラップ

原装2018-251 ミヤケマイ作品集「蝙蝠」 ミヤケマイ 株式会社コンポジション

原装2018-252 列伝アメリカ史 松尾弌之 株式会社大修館書店

原装2018-253 360°BOOK 雪降る森／360°BOOK SNOWY WORLD 大野友資 株式会社青幻舎

原装2018-254 池内晶子  AKIKO IKEUCHI 池内晶子/作 gallery21yo-j

原装2018-255 豪華版　小説　魔法使いの嫁　銀糸篇 相沢沙呼 ほか 株式会社マッグガーデン

原装2018-256 GO TO BECOME ヨーガン・アクセルバル/写真　高橋睦郎/詩 roshin　books

原装2018-257 Sakiko Nomura:Ango　英語版 野村佐紀子 株式会社bookshop M

原装2018-258 篠山紀信写真集 KABUKI  ｂｙ　KISHIN 篠山紀信 光村推古書院株式会社

原装2018-259 SHOE DOG  靴にすべてを。 フィル・ナイト/著　大田黒奉之/訳 株式会社東洋経済新報社

原装2018-260 小学館の図鑑NEO　まどあけずかん　たべもの　英語つき はらぺこめがね、山田タクヒロ/イラスト 株式会社小学館

原装2018-261 初級クラウン英和・和英辞典 第11版　シロクマ版 田島伸悟、三省堂編修所/編 株式会社三省堂

原装2018-262 シンプルの正体　ディック・ブルーナのデザイン ブルーシープ株式会社

原装2018-263 SUE かわうそスーのぼうけん たくや・さくら/ストーリー・イラスト・デザイン 新綴

原装2018-264 中世ふしぎ絵巻 西山克/文 株式会社ウェッジ

原装2018-265 点字つきさわる絵本　あらしのよるに きむらゆういち/文　あべ弘士/絵 株式会社講談社

原装2018-266 なんでもたしざん
NAIJEL GRAPH/絵　NEWTONE、NAIJEL GRAPH/
文.

株式会社オークラ出版

原装2018-267 逃げるは恥だが役に立つ（９）特装版 株式会社講談社

原装2018-268 村上善男――玄々とした精神の深みに 西野嘉章
玄風舎／東京大学総合研究博物館「インター
メディアテク」

原装2018-269 和菓子を愛した人たち 虎屋文庫/編著 山川図書出版株式会社
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原装2018-270
いま知っておきたい100冊“おいしさ”を伝える見せ方とアイデア
料理書のデザイン

鈴木めぐみ/編 株式会社誠文堂新光社

原装2018-271 美しいものを　花森安治のちいさな絵と言葉集 花森安治 株式会社暮しの手帖社

原装2018-272 おもかげ 浅田次郎 毎日新聞出版

原装2018-273 髙島屋美術部創設110年記念　四代　田辺竹雲斎　襲名展 田辺竹雲斎/作 田辺竹雲斎スタジオ

原装2018-274 密教美術の図像学 森雅秀 株式会社法藏館

原装2018-275 無印良品のPDCA　一冊の手帳で常勝経営を仕組み化する！ 松井忠三 毎日新聞出版

原装2018-276 吉岡徳仁　光庵ーガラスの茶室 吉岡徳仁/監修 株式会社求龍堂

原装2018-277 Ｒｉeｋｏ Hidaka 1979-2017 日高理恵子/画 NOHARA株式会社

原装2018-278
Pseudomorph of love　愛の仮晶　市川春子イラストレーションブッ
ク

市川春子 株式会社講談社

原装2018-279 あけてびっくり しかけえほん　いっせーの　ばあ 新井洋行/作・絵 株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ

原装2018-280 浅草2011－2016―六区ブロードウェイ 日本人の肖像 初沢克利 有限会社春風社

原装2018-281 ANNA Yelena Yemchuk/撮影 United Vagabonds LLC

原装2018-282 石巻片影 三浦衛/文　橋本照嵩/写真 有限会社春風社

原装2018-283 ENCOUNTERS Ⅱ　Nebraska,U.S.A T.T.たなか 株式会社日本カメラ社

原装2018-284 鹿児島睦の器の本 鹿児島睦/器・オブジェ 株式会社美術出版社

原装2018-285 きのこレターブック 株式会社パイインターナショナル

原装2018-286 くらべて　はっけん！　パノラマえほん 寺越慶司、月本佳代美、千塚鉄也、池下章裕/絵 株式会社世界文化社

原装2018-287 くるみのなかには たかおゆうこ/作 株式会社講談社

原装2018-288 国宝・閑谷学校 | Timeless Landscapes １ 小川重雄/写真　西本真一/解説. millegraph

原装2018-289 コミュニティ事典
伊藤守、小泉秀樹、三本松政之、似田貝香門、橋本
和孝、長谷部弘、日髙昭夫

有限会社春風社

原装2018-290 Sakiko Nomura:Ango　独語版 野村佐紀子 株式会社bookshop M
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請求記号 書籍名 著者・編者名 出版社名

原装2018-291 Sakiko Nomura:Ango　日本語版 野村佐紀子 株式会社bookshop M

原装2018-292 自分にぴったりのピックが見つかる本 株式会社リットーミュージック

原装2018-293 団地のはなし 東京R不動産/編著 株式会社青幻舎

原装2018-294 ナスカイ 梅佳代 株式会社亜紀書房

原装2018-295 猫かるた 岡林ちひろ/文　石黒亜矢子/絵 株式会社白泉社

原装2018-296 狼煙 照井壮平/写真・文 道音舎

原装2018-297 パスタの本 細川亜衣 中央出版株式会社　アノニマ・スタジオ

原装2018-298
SPECIAL EDITION 　HIROSHIGE'S　One Hundred Famous Views
of Edo

太田記念美術館/監修 株式会社美術出版社

原装2018-299 藤森照信作品集「La Collina 2017」 藤森照信、たねやグループ/編　北田英治/写真 たねやグループ

原装2018-300
巫者のいる日常-―津軽のカミサマから都心のスピリチュアルセラ
ピストまで

村上晶 有限会社春風社

原装2018-301 まっくらやみのまっくろ ミロコマチコ/作・絵 株式会社小学館

原装2018-302 よるのこどものあかるいゆめ たにかわしゅんたろう/ぶん　むらいさち/しゃしん 株式会社マイクロマガジン社

原装2018-303 凛々と 権平太一 権平太一

原装2018-304 学問のすゝめ 福澤諭吉 ミズノプリテック

原装2018-305 The Museum of MOTION トヨタ博物館

原装2018-306 Norito Shinmura Works Norito Shinmura/作 新村デザイン事務所

原装2018-307
はな子のいる風景 : イメージを (ひっ) くりかえす :  I'm calling you :
rebirth of humans and the elephant

AHA! 企画 武蔵野市立吉祥寺美術館

原装2018-308
NACT review : bulletin of the National Art Center, Tokyo : 国立新
美術館研究紀要.4号

National Art Center, Tokyo 国立新美術館

原装2018-309 the First 田中健太郎 ボンポワンジャポン株式会社

原装2018-310 THE LOVING INSTRUCTION MANUAL 株式会社MTI

原装2018-311 大相撲錦絵 日本相撲協会相撲博物館コレクション カルチュア・エンタテインメント
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