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請求記号 書名 著者名 出版者名
018ア アジア学の宝庫、東洋文庫 東洋文庫 勉誠出版
019フ 高度成長期に愛された本たち 藤井　淑禎 岩波書店
019ユ 本の中の世界 湯川　秀樹 みすず書房
021サ 戦後名編集者列伝 桜井　秀勲 編書房
034ヘ モノここに始まる　新版 ヨハン・ベックマン 小学館
035ス 『百科全書』と世界図絵 鷲見　洋一 岩波書店
070サ 報道の正義、社会の正義 阪井　宏 花伝社
070タ 赤筆記者走る 高杉　治男 時空出版
164ヒ ペルシア神話 ジョン・Ｒ・ヒネルズ 青土社
182タ 葬式と檀家 圭室　文雄 吉川弘文館
188サ 平泉中尊寺　金色堂と経の世界 佐々木　邦世 吉川弘文館
190エ キリスト教の神話伝説 ジョージ・エヴリー 青土社
198チ ニューマン Ｏ．チャドウィック 教文館
213ク 壬申の乱を歩く 倉本　一宏 吉川弘文館
214マ 中世を創った人びと 松岡　心平 新書館
215カ サムライはどう評価されたのか 川村　彰男 新人物往来社
219キ 八百八町いきなやりくり 北原　進 教育出版
219キ 北の国から 読売新聞社地方部 歴史春秋出版
222ヒ よみがえる文字と呪術の帝国　古代殷周王朝の素顔 平【セ】　隆郎 中央公論新社
230ハ 亭主　酒場と旅館の文化史 ウラ・ハイゼ 白水社
271マ タスマニア最後の「女王」トルカニニ 松島　駿二郎 草思社
288ト 蘇我氏四代の冤罪を晴らす 遠山　美都男 学研

289.1ホ 細川ガラシャ 田端　泰子 ミネルヴァ書房
W289.3フ アンネ　フランク　ハウス アンネ　フランク　ハウス アンネ　フランク　ハウス

290ハ 世界探検家列伝 ロビン・ハンベリ‐テニソン 悠書館
J316イ 人権は国境を越えて 伊藤　和子 岩波書店
316ヤ 娘と映画をみて話す民族問題ってなに？ 山中　速人 現代企画室
323ト 皇室典範と女性宮家 所　功 勉誠出版

369.2タ 楽しく踊って、一生介護いらず！ 田中　尚喜 講談社
375イ 国語教科書の中の「日本」 石原　千秋 筑摩書房
375ツ 坪内逍遥の國語讀本 坪内　逍遥 バジリコ

383.8ク スープの歴史 ジャネット・クラークソン 原書房
383.8ツ 茶ともてなしの文化 角山　榮 ＮＴＴ出版
383.8ナ ４７都道府県・魚食文化百科 成瀬　宇平 丸善出版
384ナ 昭和自然遊び事典 中田　幸平 八坂書房
384ナ 昭和子ども歳時記 中田　幸平 八坂書房
387ミ 「女人禁制」Ｑ＆Ａ 源　淳子 解放出版社
404オ かたち探検隊 小川　泰 岩波書店
410サ よみがえる天才アルキメデス 斎藤　憲 岩波書店
448ハ 地図の思想 長谷川　孝治 朝倉書店
J451ウ 気象 ジョン・ウッドワード ランダムハウス講談社
451シ 人工降雨 真木　太一 技報堂出版
463ハ 生物時計の謎をさぐる ジョン・Ｄ．パーマー 大月書店
480ム 虫の名、貝の名、魚の名 青木　淳一 東海大学出版会
486ツ 糞虫たちの博物誌 塚本　珪一 青土社
489イ ジュゴンの上手なつかまえ方 市川　光太郎 岩波書店
489コ 哺乳類の足型・足跡ハンドブック　原寸大 小宮　輝之 文一総合出版

490.2キ 幕末から廃藩置県までの西洋医学 吉良　枝郎 築地書館
491.1モ ウーマンウォッチング デズモンド・モリス 小学館
499フ 民間薬の科学 船山　信次 ＳＢクリエイティブ
504ク くらしの科学がわかる本 現代用語の基礎知識サイエンス班 自由国民社
515イ 大江戸橋ものがたり 石本　馨 学研
521オ 日本のかたち縁起 小野瀬　順一 彰国社
521コ 小屋と倉 安藤　邦廣 建築資料研究社
521ヤ 京町家の遺伝子 山本　良介 学芸出版社
525セ 削り華咲く頃　昭和大工の隠語用語録 前場　幸治 風土社
538タ 宇宙食 田島　眞 共立出版
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請求記号 書名 著者名 出版者名
589ワ 万年筆ミュージアム 渡辺　順司 丸善プラネット

593.5モ おうちでできるしみぬきマニュアル 百瀬　さと子 文園社
596.2カ むきものの技術 川口　正信 旭屋出版
609ホ 単位の歴史 イアン・ホワイトロー 大月書店
616ア こめ語り　Ｗａ　２ 浅見　悦子 優しい食卓
H629ミ 竜安寺石庭を推理する 宮元　健次 集英社
648キ チーズと文明 ポール・キンステッド 築地書館
649ク 靴を履いたサイ ルーシー・スペルマン 緑書房
674ヤ 広告 八巻　俊雄 法政大学出版局
H689フ 観覧車物語　１１０年の歴史をめぐる 福井　優子 平凡社
699サ テレビは戦争をどう描いてきたか 桜井　均 岩波書店
699ラ アルジャジーラとはどういうテレビ局か オルファ・ラムルム 平凡社
727ヤ マーク　ブランドの向こうに見えるもの 山田　敦郎 読売新聞社
739オ 印章 荻野　三七彦 吉川弘文館

W748オ 宇宙の富士山 大山　行男 山と溪谷社
762マ マーラーの思い出 アルマ・マーラー 白水社
769ウ モダンダンスの歴史 海野　弘 新書館
773キ 狂言入門 淡交社
J773ム すぐわかる能の見どころ 村上　湛 東京美術
783.4オ 闇の中の翼たち　ブラインドサッカー日本代表の苦闘 岡田　仁志 幻冬舎
807オ ことばと文字の遊園地 小野　恭靖 新典社
811ア 漢字と日本人の暮らし 阿辻　哲次 大修館書店
813イ 国語辞書誰も知らない出生の秘密 石山　茂利夫 草思社
813セ 世界の故事名言ことわざ　総解説　改訂第８版 江川　卓 自由国民社
814ネ ネガポ辞典 ネガポ辞典制作委員会 主婦の友社
B815イ 私家版日本語文法　改版 井上　ひさし 新潮社
820カ 漢語四方山話 一海　知義 岩波書店
821ホ 中国「女書」探訪 細見　三英子 新潮社
902キ 越境　長い四行詩話－四〇篇に聯弾する 木島　始 土曜美術社出版販売
908ヒ 百年文庫　９９　道 ポプラ社
910オ 大江健三郎　その肉体と魂の苦悩と再生 ジャン・ルイ・シェフェル 明窓出版
910ヤ 戦中派天才老人・山田風太郎 関川　夏央 マガジンハウス
B911イ 新編啄木歌集 〔石川　啄木 岩波書店
911.5オ 大岡信 思潮社
913コ 口語訳古事記　完全版 三浦　佑之 文芸春秋
914シ 独楽抄 白洲　正子 世界文化社
916シ 重松日記 重松　静馬 筑摩書房
930セ 世界の黒人文学　アフリカ・カリブ・アメリカ 加藤　恒彦 鷹書房弓プレス
932エ ウィット マーガレット・エドソン 白水社
933ク ロビンソン・クルーソー物語 Ｍ．グリーン みすず書房
963カ 春の祭典 アレホ・カルペンティエール 国書刊行会
992ヨ ドロパトスあるいは王と七賢人の物語 ヨハンネス・デ・アルタ・シルウァ 未知谷
JFク 光のうつしえ 朽木　祥 講談社
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