
 ２０１８年８月特集展示「これってアナタだったんですか？！」

請求記号 書名 著者名 出版者名

019テ サンタクロースを探し求めて 暉峻　淑子 岩波書店

131ア プラトン ジュリア・アナス 岩波書店

164テ 図説ギリシア・ローマ神話人物記 マルコム・デイ 創元社

168ア ゾロアスター教 青木　健 講談社

188イ 澤庵 泉田　宗健 淡交社

188イ 隠元禅師逸話選 禅文化研究所 禅文化研究所

188フ 日本にのこる達磨伝説 藤田　琢司 禅文化研究所

210ク 水洗トイレは古代にもあった 黒崎　直 吉川弘文館

213ナ 源頼政と木曽義仲 永井　晋 中央公論新社

J289メ メンデル ルカ・ノヴェッリ 岩崎書店

289.2コ 項羽 佐竹　靖彦 中央公論新社

326モ 図説死刑全書　完全版 マルタン・モネスティエ 原書房

J335ユ 夢を追いかける起業家たち ギルバート 西村書店

361.4カ ニュースでわかるヨーロッパ各国気質 片野　優 草思社

361.4カ こんなにちがうヨーロッパ各国気質 片野　優 草思社

B383マ ますます酔って記憶をなくします 石原　たきび 新潮社

B383ヨ 酔って記憶をなくします 石原　たきび 新潮社
383.8カ スモーカーズ・サバイバル・マニュアル 片岡　泉 マガジンハウス

383.8モ もうすぐ絶滅するという煙草について キノブックス編集部 キノブックス

383.9サ 世界のトイレ快道を行く 坂本　菜子 ＴＯＴＯ出版

383.9タ 便所のはなし 谷　直樹 鹿島出版会

B385ク クマのプーさんエチケット・ブック Ａ．Ａ．ミルン 筑摩書房

386サ サンタへの手紙 メアリー・ハレル＝セスニアック クロニクルブックス・ジャパン

386シ サンタクロース物語 塩野　米松 求竜堂

386レ 火あぶりにされたサンタクロース クロード・レヴィ＝ストロース ＫＡＤＯＫＡＷＡ
387ナ 達磨からだるまものしり大辞典　「だるま」はどこからやってきた？　 中村　浩訳 社会評論社
387ナ 開運だるま大百科 中村　浩訳 日貿出版社
415ヒ メビウスの帯 クリフォード・Ａ．ピックオーバー 日経ＢＰ社
427カ 科学技術Ｘの謎 京都大学総合博物館 化学同人
470イ 怖くて眠れなくなる植物学 稲垣　栄洋 ＰＨＰエディターズ・グループ

470イ 伝説の花たち 石井　由紀 山と渓谷社
470キ 不可思議プランツ図鑑　おどろきの植物 木谷　美咲 誠文堂新光社
470ツ ミラクル植物記 土橋　豊 トンボ出版
480ナ 中村元の全国水族館ガイド１１２ 中村　元 長崎出版

480ミ 沖縄美ら海水族館写真集 宮地　岩根 晋遊舎
481イ 今、絶滅の恐れがある水辺の生き物たち 内山　りゅう 山と溪谷社
486ホ ホタル百科 東京ゲンジボタル研究所 丸善
487フ サメガイドブック アンドレア・フェッラーリ ＴＢＳブリタニカ
491.1ミ 人体の全解剖図鑑 水嶋　章陽 日本文芸社
491.3コ 痛みと鎮痛の基礎知識　下 小山　なつ 技術評論社
498.5シ ｌｏｖｅ　ｎｕｔｓ Ｊｅｗｅｌｓ 幻冬舎ルネッサンス
523セ 世界のタワー パイインターナショナル

528ハ 世界一のトイレ 林　良祐 朝日新聞出版
535ト めがねを買いに 藤　裕美 ＷＡＶＥ出版
535ヤ ４０歳からのメガネ美人 八尾　典子 幻冬舎ルネッサンス
541ヤ トコトンやさしい磁石の本 山川　正光 日刊工業新聞社
547ハ はじめてのモールス通信 Ａ１　ＣＬＵＢ事務局 ＣＱ出版

559カ 銃の科学 かの　よしのり ソフトバンククリエイティブ

559コ 銃を読み解く２３講 小林　宏明 東京創元社
559コ 銃 小林　宏明 学研パブリッシング
559タ 世界のピストル図鑑 高橋　昇 光人社
589カ 頑張る日本の文房具 「シリーズ知・静・遊・具」編集部 ロコモーションパブリッシング

589フ 万年筆の達人 古山　浩一 〓出版社
589ホ ポケットの中のデザイン史 ＪＴデザインセンター 美術出版社
589ユ こだわりの万年筆 アレクサンダー・クラム・ユーイング ネコ・パブリッシング
589ワ 万年筆ミュージアム 渡辺　順司 丸善プラネット
596イ 伊勢丹のうちごはん 伊勢丹 幻冬舎

596.2チ 父子（おやこ）相伝 陳　建一 祥伝社
596.2マ 麻婆豆腐大全 麻婆豆腐研究会 講談社
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596.3オ わが家は低塩・無添加のお漬物 大島　貞雄 東京農業大学出版会
596.3キ 梅干しとふるさとのお漬けもの 杵島　直美 ブティック社
596.3サ 昔ながらの漬け物 酒井　玲子 主婦の友インフォス情報社

596.3シ 絶品〈ナッツ〉レシピ 重信　初江 高橋書店
596.3ニ 〈日本全国〉絶品漬物ブック　 宮尾　茂雄 東京書籍
596.3フ ５００サラダのレシピ集 スザンナ・ブレイク グラフィック社
596.3ヘ べにや長谷川商店の豆料理 べにや長谷川商店 パルコエンタテインメント事業局

596.6エ サンドイッチ日和 枝元　なほみ タイトル
596.6キ わくわくほっこり和菓子図鑑 君野　倫子 二見書房
596.6サ 世界のサンドイッチ図鑑 佐藤　政人 誠文堂新光社
609タ 単位 伊藤　英一郎 ＰＨＰ研究所
616ヘ べにや長谷川商店の豆図鑑 べにや長谷川商店 自由国民社
673ク 伊勢丹恋しくなるサービス 国友　隆一 インデックス・コミュニケーションズ

694マ モールス電信士のアメリカ史 松田　裕之 日本経済評論社
726ヒ 光と影の詩人 平凡社
748ヒ 世界で一番美しいレントゲン図鑑 ニック・ヴィーシー エクスナレッジ
750キ 京都職人 高階　秀爾 水曜社
753イ 日本の染と織 伊藤　佐智子 パイインターナショナル

753キ 着物のふるさと・染め織り巡り 大滝　吉春 グラフィック社
753ヨ にっぽんの布を楽しむ 吉岡　幸雄 ＮＨＫ出版
759タ ＤＡＲＵＭＡ　ＢＯＯＫ ＣＯＣＨＡＥ 青幻舎
763ア アルト・サックスで一発芸！　バージョンアップ編 シンコーミュージック・エンタテイメント

763オ バイオリンおもしろ雑学事典 奥田　佳道 ヤマハミュージックメディア

763カ 初心者のサックス基礎教本 河原塚　ユウジ 自由現代社（発売）
763サ これがヴァイオリンの銘器だ！ 佐藤　輝彦 音楽之友社
763タ バイオリンの謎 高橋　博志 ヤマハミュージックメディア

777コ 手で遊ぶおもしろ影絵ブック 後藤　圭 ＰＨＰ研究所
H778イ 鞍馬天狗 石割　平 ワイズ出版
798サ Ｔｈｅメカニカルパズル１３０ 三推社
798ル ルービックキューブがだれでもできる本 宝島社
798ル ルービックキューブｖｅｒ．２．０完全攻略公式ガイドブック 日本ルービックキューブ協会 永岡書店
910ア 芥川賞・直木賞１５０回全記録 文藝春秋
910ナ 直木三十五伝 植村　鞆音 文藝春秋
J911ナ 汚れっちまった悲しみに…… 中原　中也 新日本教育図書
911.4カ 北斎川柳 田中　聡 河出書房新社
911.4コ 婚活川柳 パートナーエージェント 主婦の友社
911.4サ 浮き世離れの哲学よりも憂き世楽しむ川柳都々逸 坂崎　重盛 中央公論新社
911.4セ 川柳入門上達のコツ５０ 杉山　昌善 メイツ出版
911.6イ どどいつちゃん いいあい メディアファクトリー
911.6ヤ 人生に役立つ都々逸読本 柳家　紫文 海竜社
B918ア 芥川竜之介全集　１ 芥川　竜之介 筑摩書房
933ミ クマのプーさん シャーリー・ハリソン 河出書房新社
Fア 有楽斎の戦 天野　純希 講談社

BFオ クラインの壺 岡嶋　二人 新潮社
BFシ 城の崎にて・小僧の神様　改版 志賀　直哉 角川書店
BFナ 虞美人草　改版 夏目　漱石 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
BFニ 忍者だもの 池波　正太郎 新潮社

F2ス
「スター・ウォーズ　帝国の逆襲」特別編～オリジナル・
サウンドトラック ＢＭＧビクター

F2ヒ ワークス１ 久石譲 ポリドール
G1シ ランデ・ヴー／ジェーン・バーキン ジェーン　バーキン 東芝ＥＭＩ
G3ク Ｑ　ＤＩＧＳ　ＤＡＮＣＥＲＳ クインシー・ジョーンズ ユニバーサル　ミュージック

G3ク プレイズ・ザ・ヒップ・ヒッツ＋ゴールデン・ボーイ クインシー・ジョーンズ ユニバーサル　ミュージック

K1ヒ プライベート 久石譲
K2-21 江戸東京・街の履歴書　４ 班目　文雄 原書房

U72フ ＜ＤＶＤ＞ぶどう酒びんのふしぎな旅 藤城　清治 ホリプロ
V1ロ ＜ＤＶＤ＞ロイドの人気者 フレッド・ニューメイアー アイ・ヴィー・シー
V4ヒ ＜ＤＶＤ＞飛行機ものしり事典　 航空科学博物館 ピーエスジー
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