第53回（2019）資料リスト
請求記号

書籍名

著者・編者名

出版社名

原装2019-1

武満徹の電子音楽

川崎弘二

株式会社アルテスパブリッシング

原装2019-2

こころにとどく 歎異抄

三田誠広

武蔵野大学出版会

原装2019-3

愛と分子－惹かれあう二人のケミストリー－

菊水健史

株式会社東京化学同人

原装2019-4

「明星」初期事情 晶子と鉄幹

尾崎左永子

青磁社

原装2019-5

季節を交換する貿易風

房登嘉洋

株式会社幻冬舎ルネッサンス新社

原装2019-6

江戸時代の小食主義 －水野南北『修身録』を読み解く

若井朝彦

花伝社

原装2019-7

編集舞い舞い

米澤敬

牛若丸

原装2019-8

歌集 Forever

石川恭子

株式会社砂子屋書房

原装2019-9

歌集 牡丹の伯母

米川千嘉子

株式会社砂子屋書房

原装2019-10

月岡芳年伝

菅原真弓

中央公論美術出版

原装2019-11

三船敏郎、この10本―黒澤映画だけではない、世界のミフネ―

高田雅彦/編・著 三船プロダクション/監修 株式会社白桃書房

原装2019-12

『デジャビュ』以後 1992～2016

田村雅之

株式会社砂子屋書房

原装2019-13

位相のあたま

石川剛郎

共立出版株式会社

原装2019-14

初等数学論考

John Stillwell/著 三宅克哉/訳

共立出版株式会社

原装2019-15

哲学の奇妙な書棚 パズル，パラドックス，なぞなぞ，へんてこ話

Roy Sorensen/著 川辺治之/訳

共立出版株式会社

原装2019-16

KADO New art of wagashi

Junichi Mitsubori

日興美術株式会社/Nikko Graphic Arts
Co.,Ltd.

原装2019-17

句集 記憶における沼とその他の在処

岡田一実

青磁社

原装2019-18

句集 髷を切る

芳賀博子

青磁社

原装2019-19

雲を眺めて、七十二候

和田文夫

ガイア・オペレーションズ有限会社

原装2019-20

西方見聞録 西ドイツ一周研究旅行・全記録1964.2.24-10.9.

瀧沢敬三

瀧沢敬三

幕末明治のはざまに
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原装2019-21

ふるさとを詠う

柏木隆雄

株式会社愛育出版

原装2019-22

みちのきち 私の一冊

國學院大學みちのきちプロジェクト/編

株式会社弘文堂

原装2019-23

新作能「沖宮」イメージブック

石牟礼道子、志村ふくみ/著 石内都/写真 株式会社求龍堂

原装2019-24

小学館 紙育シリーズ OYAKO MOOK ぺぱぷんたす 002

原装2019-25

大漢和辞典デジタル版

諸橋轍次/著 鎌田正、米山寅太郎/修訂増
株式会社大修館書店
補

原装2019-26

MADARA ARCHIVES V 魍魎戦記MADARA画集 MADARA RE:COLORS+

田島昭宇、MADARA PROJECT

原装2019-27

聖書 聖書協会共同訳 旧約聖書続編付き 引照・注付き

原装2019-28

人とどうぶつの血液型

近江俊徳/編著

株式会社緑書房

原装2019-29

横山大観 ART BOX

横山大観/画 佐藤志乃/著

株式会社講談社

原装2019-30

水中翼船炎上中

穂村弘

株式会社講談社

原装2019-31

えのないえほん

斉藤倫/作 植田真/絵

株式会社講談社

原装2019-32

猫のエルは

町田康/文

株式会社講談社

原装2019-33

THE FOOL 愚者の魂

EXILE AKIRA

毎日新聞出版

原装2019-34

17

松尾修

有限会社ストゥ

原装2019-35

伊藤病院80周年記念誌 甲状腺を病む方々のために いままでもこれからも

伊藤病院80周年記念誌編集委員会/編

株式会社新興医学出版社

原装2019-36

いぬいいこ ねここねこ スキ・キライのものがたり

黒田征太郎/絵・文

株式会社今人舎

原装2019-37

叢本草

大和田良

Kesa Publishing

原装2019-38

せかいいちの いちご

林木林/作 庄野ナホコ/絵

小さい書房

原装2019-39

もみじのてがみ

きくちちき/作・絵

株式会社小峰書店

株式会社小学館

株式会社KADOKAWA
一般財団法人日本聖書協会
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原装2019-40

ストライヤー生化学（第8版）

Jeremy M.Berg、John L.Tymoczko、Gregory
J.Gatto,Jr.、Lubert Stryer/著 入村達郎、 株式会社東京化学同人
岡山博人、清水孝雄、仲野徹/監訳

原装2019-41

地名 露口啓二 ｜ Place Names Keiji Tsuyuguchi

露口啓二/撮影

株式会社赤々舎

原装2019-42

LIVE HOUSE,TOKYO

大和田良

Kesa Publishing

原装2019-43

68TH STREET

Ueda Yoshihiko

合同会社ユナイテッドヴァガボンズ

原装2019-44

PRINT SAMPLE food package

原装2019-45

由利・三津木探偵小説集成1 真珠郎

横溝正史、日下三蔵

柏書房株式会社

原装2019-46

由利・三津木探偵小説集成2 夜光虫

横溝正史、日下三蔵

柏書房株式会社

原装2019-47

由利・三津木探偵小説集成3 仮面劇場

横溝正史、日下三蔵

柏書房株式会社

原装2019-48

由利・三津木探偵小説集成4 蝶々殺人事件

横溝正史、日下三蔵

柏書房株式会社

原装2019-49

京急グループ120年史

京浜急行電鉄株式会社/編

京浜急行電鉄株式会社/株式会社京急アド
エンタープライズ

原装2019-50

漫画原稿再生叢書 仮面ライダー

石ノ森章太郎

株式会社復刊ドットコム

原装2019-51

生誕110年 東山魁夷展 図録

東山魁夷/画

日本経済新聞社

原装2019-52

VIVRE CARD～ONE PIECE図鑑～

原装2019-53

シモン70年史［前編］1948年-1997年／シモン70年史［後編］1998年-2018年

原装2019-54

和語表記による和様刊本の源流［図版篇］［論考篇］

原装2019-55

髙田 誠の辛口独り言

髙田誠

株式会社プロフェッショナル ボウリング アカ
デミー

原装2019-56

空の境界 the Garden of sinners 20周年記念版【初版限定版】

奈須きのこ

株式会社星海社

原装2019-57

BLEACH Artbook JET BURN THE WITCH

久保帯人

株式会社集英社

原装2019-58

大使夫人にこっそり聞いた失敗しないヨーロッパ式マナーブック

六草いちか

株式会社大修館書店

長岡綾子

株式会社集英社
シモン70年史編纂委員会/編

株式会社シモン
武蔵野美術大学
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原装2019-59

フランス手仕事、名品の物語―マリー・アントワネットが愛した職人技

石澤季里

株式会社大修館書店

原装2019-60

パラノイドの帝国―アメリカ文学精神史講義

巽孝之

株式会社大修館書店

原装2019-61

漱石の地図帳―歩く・見る・読む

中島国彦

株式会社大修館書店

原装2019-62

近未来のコア・テクノロジー

三津村直貴

株式会社翔泳社

原装2019-63

ふたつの夏

谷川俊太郎、佐野洋子

株式会社小学館

原装2019-64

premiere miyu takao

篠山紀信

株式会社小学館

原装2019-65

premiere rina matsui

篠山紀信

株式会社小学館

原装2019-66

premiere moe yuki

篠山紀信

株式会社小学館

原装2019-67

歌舞伎俳優 二代目 中村吉右衛門

中村吉右衛門/著 鍋島徳恭/記録

株式会社小学館

原装2019-68

書物のある風景

ディヴィッド・トリッグ/著 赤尾秀子/訳

株式会社創元社

原装2019-69

本の虫の本

林哲夫、能邨陽子、荻原魚雷、田中美穂、
株式会社創元社
岡崎武志/著 赤井稚佳/イラストレーション

原装2019-70

あしかぜ 笹川祥生先生喜寿記念論文集

笹川祥生先生喜寿祝賀有志会/編

笹川祥生先生喜寿祝賀有志会

原装2019-71

モンブラン

ファビオ・ヴィスコリオージ/著 大林薫/訳

エディション・エフ

原装2019-72

月影という名の

森水陽一郎

株式会社思潮社

原装2019-73

日本のグラフィック100年

山形季央/編集・著

株式会社パイ インターナショナル

原装2019-74

フィリップ・ワイズベッカー作品集

フィリップ・ワイズベッカー

株式会社パイ インターナショナル

原装2019-75

はかれないものをはかる

工藤あゆみ

株式会社青幻舎

原装2019-76

野生のベリージャム

小島聖

株式会社青幻舎

原装2019-77

『石の想像界ーアートとアーティファクトのはざまへ』展示図録

原装2019-78

CTパターンから理解する呼吸器疾患～所見×患者情報から導く鑑別と治療～

東京大学総合研究博物館インターメディア
テク研究部門
門田淳一/総編集 岡田文人、小野麻美/画
株式会社南江堂
像担当編集
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原装2019-79

坪田譲治 にっぽんむかしばなし 姉と弟

坪田譲治/文 長田結花/絵

GALERIE Malle(ギャラリーまぁる）

原装2019-79

坪田譲治 にっぽんむかしばなし 一寸法師

坪田譲治/文 小川ナオ/絵

GALERIE Malle(ギャラリーまぁる）

原装2019-79

坪田譲治 にっぽんむかしばなし ウグイスのほけきょう

坪田譲治/文 柴田優子/絵

GALERIE Malle(ギャラリーまぁる）

原装2019-79

坪田譲治 にっぽんむかしばなし 灰坊ものがたり

坪田譲治/文 太田裕子/絵

GALERIE Malle(ギャラリーまぁる）

原装2019-79

坪田譲治 にっぽんむかしばなし キツネとクマのはなし

坪田譲治/文 長尾昌枝/絵

GALERIE Malle(ギャラリーまぁる）

原装2019-79

坪田譲治 にっぽんむかしばなし サル正宗

坪田譲治/文 Shizuka/絵

GALERIE Malle(ギャラリーまぁる）

原装2019-79

坪田譲治 にっぽんむかしばなし タニシ長者

坪田譲治/文 筧智子/絵

GALERIE Malle(ギャラリーまぁる）

原装2019-79

坪田譲治 にっぽんむかしばなし ネズミのすもう

坪田譲治/文 いちかわかおり/絵

GALERIE Malle(ギャラリーまぁる）

原装2019-79

坪田譲治 にっぽんむかしばなし フクロウの染物屋

坪田譲治/文 清水あかね/絵

GALERIE Malle(ギャラリーまぁる）

原装2019-79

坪田譲治 にっぽんむかしばなし わらしべ長者

坪田譲治/文 CANOO/絵

GALERIE Malle(ギャラリーまぁる）

原装2019-80

NIIZEKI STUDIO 建築設計図集

新関謙一郎

株式会社オーム社

原装2019-81

増補特装版 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2019-82

遊びを育てる―出会いと動きがひらく子どもの世界（増補新装版）

野村寿子

株式会社那須里山舎

原装2019-83

植民地朝鮮の勧農政策

圡井浩嗣

株式会社思文閣出版

原装2019-84

犬ぞり探検家が見た！ ふしぎな北極のせかい

山崎哲秀

repicbook株式会社

原装2019-85

Indonesian Cross-Gender Dancer Didik Nini Thowok

原装2019-86

はじめまして、ルート・ブリュック

原装2019-87

隠岐の島西ノ島

MADOKA FUKUOKA/Author HITOSHI
FURUYA/Photographer
ルート・ブリュック/作 今村玲子、
Kukkameri/編
丹野志摩
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原装2019-88

おそなえ きのみ

かわむらこうへいさい/作 川村亘平斎と
バーンロムサイの子どもたち/出演 志鎌康
（特定非営利活動法人）バーンロムサイジャ
平/写真 スットプラータナー・ドゥアンケー
パン
オ、バーンロムサイ/訳 宮本武典/企画・編
集

原装2019-89

じてんしゃのれるかな

平田利之/作

株式会社あかね書房

原装2019-90

深い学び

田村学

株式会社東洋館出版社

原装2019-91

しろくろいろいろかくれんぼ

いしかわこうじ/作・絵

株式会社ポプラ社

原装2019-92

岩根愛写真集 ＫＩＰＵＫＡ

岩根愛

株式会社青幻舎

原装2019-93

翠花庵の草花あそび

川岸富士男

株式会社青幻舎

原装2019-94

吉田亮人写真集 The Absence of Two

吉田亮人

株式会社青幻舎

原装2019-95

フィニッシュワーク○×の教科書、ブランディングと人づくり、美容師のための
Insta book【3冊セット販売】

飯田尚士

株式会社髪書房

原装2019-96

White Noise

Takehiko Nakafuji

Zen Foto Gallery

原装2019-97

舌出し天使

立木義浩

株式会社リブロアルテ

原装2019-98

言葉から迫る平安文学１ 源氏物語 山口仲美著作集1

山口仲美

株式会社風間書房

原装2019-99

初見良昭道場戲画 天

Steve Olsen/写真監修

Steve Olsen

原装2019-100

日々 ことばのしおり

堀井正子

信濃毎日新聞社

原装2019-101

PLACE BRANDING ‶地域"からの‶場所"のブランディングへ

電通abic project/編 若林宏保、徳山美津
恵、長尾雅信/著

株式会社有斐閣

原装2019-102

社会学はどこから来てどこへ行くのか

岸政彦、北田暁大、筒井淳也、稲葉振一郎 株式会社有斐閣

原装2019-103

釜ヶ崎合唱団 労働者たちが波乱の人生を語った

釜ヶ崎炊き出しの会/編著

株式会社ブレーンセンター

原装2019-104

帷子耀習作集成

帷子耀

株式会社思潮社

原装2019-105

全共闘以後

外山恒一

株式会社イースト・プレス
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原装2019-106

プーシキン美術館展―旅するフランス風景画

朝日新聞社・青幻舎

原装2019-107

資本主義の思想史 市場をめぐる近代ヨーロッパ300年の知の系譜

ジェリー・Z・ミュラー/著 池田幸弘/訳

株式会社東洋経済新報社

原装2019-108

西洋の自死

ダグラス・マレー/著 町田敦夫/訳

株式会社東洋経済新報社

原装2019-109

デジタル資本主義

森健、日戸浩之/著 此本臣吾/監修

株式会社東洋経済新報社

原装2019-110

the four GAFA 四騎士が創り変えた世界

スコット・ギャロウェイ/著 渡会圭子/訳

株式会社東洋経済新報社

原装2019-111

中央銀行 セントラルバンカーの経験した39年

白川方明

株式会社東洋経済新報社

原装2019-112

生き物2トップ図鑑 カブトムシ クワガタムシ

海野和男/監修・写真

株式会社学研プラス

原装2019-113

近代芸術の解析 抽象の力

岡﨑乾二郎

株式会社亜紀書房

原装2019-114

県都物語―47都心空間の近代をあるく

西村幸夫

株式会社有斐閣

原装2019-115

ピクニック

宇都宮敦

現代短歌社

原装2019-116

うさぎがきいたおと

かみじまあきこ/おはなし さら/え

Book&Design

原装2019-117

みつめる旅

鈴木円香/編

株式会社BIBLIOBAGA

原装2019-118

A BOOK ～しずかなこえ～

成澤豪/絵・文

有限会社なかよし図工室

原装2019-119

KOTOHIRA

溝縁真子

BUFFALO PRESS

原装2019-120

PeRRY vol.4

原装2019-121

PeRRY vol.3

原装2019-122

モンテレッジォ 小さな村の旅する本屋の物語

内田洋子

株式会社方丈社

原装2019-123

せんごくでござる

ゆあさはち

株式会社文芸社

原装2019-124

SPENSER in History,HISTORY in Spenser

edited by Mari Mizuno, Yoshitoshi Murasato
大阪教育図書株式会社
and Harumi Takemura

原装2019-125

日に数分だけ

阿部嘉昭

横濱まちづくり倶楽部ヨコハマ・スタイル部会
一般社団法人横濱まちづくり倶楽部
「Perry」編集室/編
横濱まちづくり倶楽部ヨコハマ・スタイル部会
一般社団法人横濱まちづくり倶楽部
「Perry」編集室/編
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請求記号

書籍名

著者・編者名

出版社名

原装2019-126

火ノ刺繡

吉増剛造

株式会社響文社

原装2019-127

waterscape

三澤遥

株式会社エクスナレッジ

原装2019-128

La Palma

原装2019-129

ミクロコスモス――森の地衣類と蘚苔類と

大橋弘

原装2019-130

みんなの恋愛映画100選

長場雄/絵 山瀬まゆみ、小川知子、中村志
株式会社オークラ出版
保/文

原装2019-131

POCARI SWEAT

奥山由之

株式会社青幻舎

原装2019-132

夜想♯中川多理―物語の中の少女

中川多理/人形・写真

株式会社ステュディオ・パラボリカ

原装2019-133

Flowers Art Works Couleur

うさぎ旅館/編集・本文デザイン

有限会社グングニル

原装2019-134

水谷吉法「HDR nature」

水谷吉法/撮影

株式会社アマナ

原装2019-135

九条キヨ イラスト集「Trinity Blood Night Road」

九条キヨ/著 吉田直/原作 THORES柴本/
株式会社KADOKAWA
キャラクター原案

原装2019-136

とんでった

たかいよしかず/作・絵

株式会社KADOKAWA

原装2019-137

CUT AND CUT! キッターであそぼう！

五味太郎/著 アノニマ・スタジオ/編

中央出版株式会社 アノニマ・スタジオ

原装2019-138

うつを甘くみてました♯拡散希望♯双極性障害♯受け入れる♯人生

ブリ猫。

株式会社ぶんか社

原装2019-139

DOG DOG DOG DOG

安藤智

安藤智

原装2019-140

MICHAEL KENNA A 45 YEAR ODYSSEY

Michael Kenna/撮影

RAM

原装2019-141

谷英志作品集 風景/旅/身体

谷英志

エディション・オンブラージュ

原装2019-142

長野ADC年鑑2017

長野アートディレクターズクラブ/編

長野アートディレクターズクラブ

原装2019-143

UTSUSU

原装2019-144

2018 TOYAMA ADC年鑑

原装2019-145

maps/cognition

株式会社オークラ出版
つかだま書房

OOKABE GLASS HD 株式会社
富山アートディレクターズクラブ/編

富山アートディレクターズクラブ
museum shop T
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書籍名

著者・編者名

出版社名

原装2019-146

人体の冒険者たち

ギャヴィン・フランシス/著 鎌田彷月/訳 原
株式会社みすず書房
井宏明/監修

原装2019-147

Elnias Forest

津田直

handpicked

原装2019-148

The Zone

田村玲子/撮影

株式会社赤々舎

原装2019-149

氷がとけるまで

原装2019-150

ミライショドウ2

山本尚志/編

大和プレス

原装2019-151

MADE IN ADA Concept & Products

関谷隆/監修 大岩剛、阿部正敏/編

株式会社アクアデザインアマノ

原装2019-152

フクシマ 2011-2017

土田ヒロミ/撮影

株式会社みすず書房

原装2019-153

The Origins of Japanese Contemporary Photography Film grain as words

原装2019-154

今井麗「gathering」

今井麗

Baci

原装2019-155

黒板アート甲子園作品集 高校生たちの消せない想い

日学株式会社/総監修

株式会社日東書院本社

原装2019-156

金沢ADC年鑑二〇一七

金沢アートディレクターズクラブ/編集

金沢アートディレクターズクラブ

原装2019-157

エヴァンゲリオン×ことば選び実用辞典01

原装2019-158

事典 和菓子の世界 増補改訂版

中山圭子

株式会社岩波書店

原装2019-159

コアレックス英和辞典 第3版

野村恵造/編集主幹

株式会社旺文社

原装2019-160

東ソー80年史(グループ会社編・資料編)(本編)

東ソー株式会社/編

東ソー株式会社

原装2019-161

旺文社 全訳古語辞典 第五版 小型版

宮腰賢、石井正己、小田勝/編

株式会社旺文社

原装2019-162

旺文社 全訳古語辞典 第五版

宮腰賢、石井正己、小田勝/編

株式会社旺文社

原装2019-163

使い

倉石信乃

思潮社

原装2019-164

エロシマ

ダニー・ラフェリエール/著 立花英裕/訳

株式会社藤原書店

原装2019-165

flowers like blue glass

museum shop T

GOEUN MUSEUM OF PHOTOGRAPHY

株式会社学研プラス

Commonword
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書籍名

著者・編者名

出版社名

原装2019-166

すべての、白いものたちの

ハンガン/著 斎藤真理子/訳

株式会社河出書房新社

原装2019-167

想像力欠如社会

水島宏明/編著 水島ゼミ取材班/著

株式会社弘文堂

原装2019-168

フーガはユーガ

伊坂幸太郎

株式会社実業之日本社

原装2019-169

うしとうそ とやまの土人形

小野田陽一/写真 広瀬徹也/文

ストライド

原装2019-170

愛国奴

古谷経衡

駒草出版

原装2019-171

信じ合う 支え合う 三浦綾子・光世エッセイ集

三浦綾子、三浦光世

北海道新聞社

原装2019-172

私のティーアガルテン行

平出隆

紀伊國屋書店

原装2019-173

詩集 元カノのキスの化け物

マルティーナ・ディエゴ

株式会社アートダイジェスト

原装2019-174

takeo paper show 2018 precision 精度を経て立ち上がる紙

竹尾/監修

発行元：株式会社竹尾/発売元：HeHe

原装2019-175

BODY 世にも美しい人体図鑑

スティーブ・パーカー/著 アンドリュー・ベイ
ディスカヴァー・トゥエンティワン
カー/絵 千葉啓恵/訳

原装2019-176

多職種チームで展示をつくる 日本科学未来館『アナグラのうた』ができるまで

高梨克也

株式会社ひつじ書房

原装2019-177

歴史語用論の方法

高田博行、小野寺典子、青木博史/編

株式会社ひつじ書房

原装2019-178

コンサルを超える 問題解決と価値創造の全技法

名和高司

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

原装2019-179

数学センスが身につく本

アルフレッド・S・ポザマンティエ、ロベルト・ゲ
レトシュレーガー、チャールズ・リー、クリス 株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン
ティアン・シュプライツァー/著 宮本寿代/訳

原装2019-180

屏風と日本人

榊原悟

株式会社敬文舎

原装2019-181

日本近世書物文化史の研究

横田冬彦

株式会社岩波書店

原装2019-182

繊維材料にフォーカスした生活材料学 新版

榎本雅穗、古濱裕樹/編著

株式会社アイ・ケイコーポレーション

原装2019-183

日本の伝説 東北・北海道

藤沢衛彦

株式会社河出書房新社

原装2019-184

絵は語り始めるだろうか―日本美術史を創る

佐藤康宏

株式会社羽鳥書店

原装2019-185

STRADIVARIUS‘ｆ’enomenon ストラディヴァリウス300年目のキセキ展 豪華本
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東京ストラディヴァリウスフェスティバル2018
実行委員会/株式会社日本ヴァイオリン
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請求記号

書籍名

著者・編者名
アストリッド・リンドグレーン/作 イングリッ
ド・ヴァン・ニイマン/絵 菱木晃子/訳

出版社名

原装2019-186

リンドグレーン・コレクション 長くつ下のピッピ

株式会社岩波書店

原装2019-187

So Re Wa Mata Betsu No Hanashi.

原装2019-188

画文集 第70代横綱日馬富士 相撲道

原装2019-189

空気売りの少女 特装版

原装2019-190

しののめ時間 ～おばあちゃんの朝のしごと～

宮下昌也/画

やらだ出版

原装2019-191

ドエクル探検隊

草山万兎/作 松本大洋/画

株式会社福音館書店

原装2019-192

野心家の葡萄

吉家千陽/さく・え

ニジノ絵本屋株式会社

原装2019-193

四季を味わう かまぼこのある暮らし

原装2019-194

ニッポンおみやげ139景

豊嶋操

中央出版株式会社 アノニマ・スタジオ

原装2019-195

身体は「わたし」を映す間鏡である

甲野陽紀

和器出版株式会社

原装2019-196

食（おいしい）は愛（うれしい）

岡田晴彦

株式会社ダイヤモンド社

原装2019-197

無言力 会話のない究極の力

上野真司

株式会社ダイヤモンド社

原装2019-198

「カリモク60」スタイルマガジンｋ

カリモク家具株式会社

カリモク家具株式会社

原装2019-199

働き方の哲学 360度の視点で仕事を考える

村山昇/著 若田紗希/絵

ディスカヴァー・トゥエンティワン

原装2019-200

STRADIVARIUS‘ｆ’enomenon ストラディヴァリウス300年目のキセキ展 展覧会
図録

中澤創太/編

東京ストラディヴァリウスフェスティバル2018
実行委員会/株式会社日本ヴァイオリン

原装2019-201

19市町の花通り制作記録「山口をひらく」

假屋崎省吾、三角みづ紀、在本彌生、石塚
株式会社ワコールアートセンター
元太良/参加作家

原装2019-202

考える日本史

本郷和人

株式会社河出書房新社

原装2019-203

３びきのこぶたと４ひきめのこぶた

きしらまゆこ/作・絵

株式会社教育画劇

原装2019-204

ミケランジェロと理想の身体

原装2019-205

うごかすえほん はたらくくるま と まちをつくろう！

museum shop T
日馬富士公平、橋本委久子/文 草山清和/
株式会社藤原書店
監修 橋本委久子/画
あるほなつき/文 さとうなつき/絵 前田有
るーつ企画
歩/写真

株式会社世界文化社

ルドヴィーカ・セブレゴンディ、飯塚隆/責任
国立西洋美術館
編集 飯塚隆、NHK、NHKプロモーション/編
野口武/作 福島康子/絵 高垣智彦/デザ
まる出版
イン
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書籍名

著者・編者名

出版社名

原装2019-206

日清食品六十年史「SAMURAI NOODLES」

日清食品ホールディングス株式会社

原装2019-207

TVアニメ「宝石の国」コンセプトアート集 houseki no kuni concept arts

西川洋一

株式会社オレンジ

原装2019-208

モノポの巣

山田和明

小鳥書房

原装2019-209

nyx5号

原装2019-210

資本主義リアリズム

マーク・フィッシャー/著 セバスチャン・ブロ
堀之内出版
イ、河南瑠莉/訳

原装2019-211

日本のダム美

川崎秀明

株式会社ミネルヴァ書房

原装2019-212

外来生物はなぜこわい？（全3巻）

阿部浩志、丸山貴史/著 小宮輝之/監修
向田智也/イラスト

株式会社ミネルヴァ書房

原装2019-213

万葉文化論

上野誠

株式会社ミネルヴァ書房

原装2019-214

日本の色図鑑

吉田雪乃/監修 松尾ミユキ/絵

有限会社マイルスタッフ

原装2019-215

ざんねんな努力

川下和彦、たむらようこ

株式会社アスコム

原装2019-216

NATURE DANGER GANG

原装2019-217

聴竹居 日本人の理想の住まい

松隈章/著 古川泰造/写真

株式会社平凡社

原装2019-218

学校の「当たり前」をやめた。―生徒も教師も変わる！公立名門中学校長の改革 工藤勇一

株式会社時事通信社

原装2019-219

《中世から近世へ》シリーズ 豊国大明神の誕生

野村玄

株式会社平凡社

原装2019-219

《中世から近世へ》シリーズ 松永久秀と下剋上

天野忠幸

株式会社平凡社

原装2019-219

《中世から近世へ》シリーズ 豊国大明神の誕生／松永久秀と下剋上／鳥居強
右衛門

金子拓

株式会社平凡社

原装2019-220

ビーマイベイビー 信藤三雄レトロスペクティブ

信藤三雄

株式会社平凡社

原装2019-221

CREATIVE SUPERPOWERS 特装版

ローラ・ジョーダン・バーンバック、マーク・
アールズ、ダニエル・フィアンダカ、スコット・ 株式会社左右社
モリソン/編 河尻亨一/訳

原装2019-222

リーダーの人間学

片岡寛光

堀之内出版
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書籍名

著者・編者名

出版社名

ローラ・ジョーダン・バーンバック、マーク・
アールズ、ダニエル・フィアンダカ、スコット・ 左右社
モリソン/編 河尻亨一/訳
東京都美術館（公益財団法人東京都歴史
文化財団）

原装2019-223

CREATIVE SUPERPOWERS

原装2019-224

BENTO おべんとう展 －食べる・集う・つながるデザイン

原装2019-225

王伝峰 作品集 筆歌墨舞

王伝峰、隈研吾

王伝峰藝術研究院

原装2019-226

2019 日めくり！毎日シャンシャン365日カレンダー

高氏貴博

株式会社平凡社

原装2019-228

わたしの顔

齊藤典昭

齊藤典美

原装2019-227

フェルメール

植本一子/写真と文

原装2019-229

JAKUETS×Naoto Fukasawa YUUGU

深澤直人/遊具デザイン 藤井保/写真
佐々木寿信/詩

原装2019-230

SEI ARROWS CONTRACT FURNTURE COLLECTION VOL.4

株式会社セイアローズ

原装2019-231

PLEASE

株式会社PLEASE

原装2019-232

デザインあ みるほん

原装2019-233

デザインあ かくほん

原装2019-234

世界文化遺産 軍艦島

小林伸一郎

株式会社金の星社

原装2019-235

クローンドッグ

今西乃子

株式会社金の星社

原装2019-236

ミラクル

シヴォーン・パーキンソン/作 浜田かつこ/
株式会社金の星社
訳

原装2019-237

おうち

中川ひろたか/作 岡本よしろう/絵

株式会社金の星社

原装2019-238

ウイルスの意味論

山内一也

株式会社みすず書房

原装2019-239

すぐそばの工芸

三谷龍二

株式会社講談社

原装2019-240

本日の内科外来

村川裕二

株式会社南江堂

原装2019-241

霞が関ビルディング「本編」「写真編」「資料編」3巻セット

原装2019-242

クレーの日記

NHK「デザインあ」制作チーム/編

株式会社ナナロク社 ブルーシープ株式会
社 ※2社共同発行
株式会社ジャクエツ ・ 日版アイ・ピー・エス
株式会社

株式会社金の星社
株式会社金の星社

霞が関ビルディング50周年記念誌編集委員
三井不動産
会/企画・編集
パウル・クレー/著 W・ケルステン/編 高橋
株式会社みすず書房
文子/訳
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著者・編者名

出版社名

原装2019-243

ニベア記念冊子第1弾

さくらももこ/イラスト 小松白/ストーリー

ニベア花王株式会社

原装2019-244

ニベア記念冊子第2弾

さくらももこ/イラスト 蘭/ストーリー

ニベア花王株式会社

原装2019-245

画家のブックデザイン : 装丁と装画からみる日本の本づくりのルーツ /

小林真理

誠文堂新光社

原装2019-246

倉本聰戯曲全集. 6 /

倉本聰

新日本出版社

14

