
タイトル 著者・編者 出版社 出版年 請求記号
鬼平犯科帳（1～6巻）　　＊2巻以降は書架にあります 池波正太郎 文芸春秋 1974- ///S（文春文庨）

カルチェ・ラタン 佐藤賢一 集英社 2003 ///S（集英社文庨さ-23-6）

阿房列車 内田百閒 筑摩書房 2002 ///S（ちくま文庨う-12-2）

岩場のこぶた 銀色夏生 角川書店 1997 ///S（角川文庨き-9-31）

かわいいものの本 銀色夏生 角川書店 1999 ///S（角川文庨き-9-34）

匠の時代（1～6巻）　　　＊2巻以降は書架にあります 内橋克人 講談社 2003 ///S（講談社文庨う-2-20～25）

日々の泡
ボリス・ヴィアン[著]

曾根元吉[訳]
新潮社 1998 ///S（新潮文庨ウ-18-1）

頭のうちどころが悪かった熊の話 安東みきえ 新潮社 2011 ///S（新潮文庨あ-69-1）

偏愛マップ : ビックリするくらい人間関係がうまくいく本 齋藤孝 新潮社 2009 ///S（新潮文庨さ-54-4）

まゆみのマーチ 重松清 新潮社 2011 ///S（新潮文庨し-43-19）

からくりからくさ 梨木香歩 新潮社 2002 ///S（新潮文庨な-37-3）

イタリア民話集（上・下）
カルヴィーノ[編著]

河島英昭[編訳]
岩波書店 1984-85 ///S（岩波文庨　赤709-1,2）

図書館に訊け！ 井上真琴 筑摩書房 2004 ///S（ちくま新書486）

犬と人のいる文学誌 小山慶太 中央公論新社 2009 ///S（中公新書1996）

バレエの魔力 鈴木晶 講談社 2000 ///S（講談社現代新書1506）

人名の世界史 : 由来を知れば文化がわかる 辻原康夫 平凡社 2005 ///S（平凡社新書295）

オノマトペがあるから日本語は楽しい
 : 擬音語・擬態語の豊かな世界

小野正弘 平凡社 2009 ///S（平凡社新書474）

神田神保町古書街 : エリア別完全ガイド : 全170軒 ー 毎日新聞社 2012 024/KA/2012/L

世界の夢の本屋さん ー エクスナレッジ 2011 024/SE//L

ザ歌舞伎座
篠山紀信[撮影]

坂東玉三郎[案内役]
講談社 2009 774/SH//L

図説図書館の歴史 スチュアート・A.P.マレー 原書房 2011 010/MU

なおかつ、お厚いのがお好き? ー フジテレビ出版 2004 019/NA

お厚いのがお好き? ー フジテレビ出版 2004 019/OA

タオのプーさん
ベンジャミン・ホフ[著]

松下みさお[訳]
平河出版社 1989 122/HO

考えない練習 : 頭で考えずに、もっと五感を使おう。
すると、イライラや丌安が消えていく

小池龍之介 小学館 2010 180/KO

中国歴史研究入門 礪波護/岸本美緒/杉山正明 名古屋大学出版会 2006 222/TO

戦国の女性たち：16人の波乱の人生 大和田哲夫 河出書房新社 2005 281/OW

東京都の歴史散歩(上：下町) 東京都歴史教育研究会 山川出版社 2005 291/RE/13-1

ジョブズ・ウェイ：世界を変えるリーダーシップ 
ジェイ・エリオット/

ウィリアム・L・サイモン
ソフトバンク

クリエイティブ
2011 335.1/JO
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タイトル 著者・編者 出版社 出版年 請求記号
時代を変えた科学者の名言 藤嶋昭 東京書籍 2011 402/FU

プラントハンター：ヨーロッパの植物熱と日本 白幡洋三郎 講談社 1994 470/SH

地球の声がきこえる : 生物多様性の危機をさけぶ動物たち 藤原幸一 講談社 2010 482/FU

生協の白石さんとエコごはん
白石昌則,

 東京農工大学出版会
ソニー・マガジンズ 2009 519/SH

調理場という戦場 : 「コート・ドール」斉須政雄の仕事論
斉須政雄[著]

木村俊介[聞き手]
朝日出版社 2002 590/SA

若者と地域をつくる :
地域づくりインターンに学ぶ学生と農山村の協働

宮口侗廸[ほか] 原書房 2010 601/MI

日本ブランドが世界を巡る
渡部千春[著]

日経デザイン[編]
日経BP社 2010 675/WA

信貴山縁起絵巻 : 躍動する絵に舌を巻く 泉武夫 小学館 2004 721/IZ

日本の素朴絵 矢島新 ピエ・ブックス 2011 721/YA

チェコへ、絵本を探しに 谷岡剛史 産業編集センター 2008 726/TA

おしゃれな文字アート : もっと「手書き」を楽しもう! さとだてゆめこ 日貿出版社 2008 728/SA

エイゼンシュテインから 「オタク=黒人」 まで 菊地成孔/大谷能生 文藝春秋 2009 761/KI/1

ヴァーチャル日本語役割語の謎 金水敏 岩波書店 2003 814/KI

星のひとみ
サカリアス・トペリウス[作]

万沢まき[訳]
岩波書店 1994 909.3/IW/14

小さなバイキング
ルーネル・ヨンソン[作]

大塚勇三[訳]
学習研究社 1967 909.3/JO

作家のおやつ コロナ・ブックス編集部 平凡社 2009 910.6/KO

稲垣足穂の世界：タルホスコープ コロナ・ブックス編集部 平凡社 2007 910.7/IN

昔男の青春：「伊勢物語」初段～16段の読み方 妹尾好信 新典社 2009 913.3/SE

対岸の彼女 角田光代 文藝春秋 2004 913.6/KA

チーズと塩と豆と 角田光代 [ほか] ホーム社 2010 913.6/KA

教科書に載った小説 佐藤雅彦編 ポプラ社 2008 913.6/SA

蛍 ; 納屋を焼く ; その他の短編 村上春樹 新潮社 1984 913.6/MU

悪人 吉田修一 朝日新聞社 2007 913.6/YO

新解さんの謎 赤瀬川原平 文藝春秋 1996 914.6/AK

古都 ; 眠れる美女 川端康成 新潮社 1979 918.6/SH/1

つまみぐい文学食堂 柴田元幸 角川書店 2006 930/SH

アリスの国の鏡 : ルイス・キャロルの残した謎 山本容子 講談社 2011 930.7/CA

憑かれた鏡 : エドワード・ゴーリーが愛する12の怪談 E.ゴーリー編 河出書房新社 2006 933/GO
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