
資料ID タイトル 請求記号 出版社

0003299938 戦前日本の家具・インテリア : 『近代家具装飾資料』でよみがえる帝都の生活 上巻 757.8/AR/1 柏書房

0003299947 戦前日本の家具・インテリア : 『近代家具装飾資料』でよみがえる帝都の生活 下巻 757.8/AR/2 柏書房

0003269001 天皇に選ばれた建築家薬師寺主計 523.1/UD 柏書房

0003222375 それでも、読書をやめない理由 019/UL 柏書房

0003140190 FBI美術捜査官 : 奪われた名画を追え 706.7/WI 柏書房

0003141455 刑務所図書館の人びと : ハーバードを出て司書になった男の日記 936/ST 柏書房

0003120723 社会主義の心理学 309.4/MA 柏書房

0003120303 ゼロからわかる核密約 319.105/IS 柏書房

0003183524 展覧会をつくる : 一枚の絵がここにくるまで 706.9/TA 柏書房

0003109386 展覧会をつくる : 一枚の絵がここにくるまで 706.9/TA 柏書房

0003095823 日本のアジサイ図鑑 627.7/KA 柏書房

0003100776 日本の生活環境文化大事典 : 受け継がれる暮らしと景観 382.1/NI 柏書房

0003089601 サイコブレイカー 943/FI 柏書房

0003090113 住宅建築文献集成 第1巻 527.08/JU/1 柏書房

0003090122 住宅建築文献集成 第2巻 527.08/JU/2 柏書房

0003090131 住宅建築文献集成 第3巻 527.08/JU/3 柏書房

0003090140 住宅建築文献集成 第4巻 527.08/JU/4 柏書房

0003090159 住宅建築文献集成 第5巻 527.08/JU/5 柏書房

0003090168 住宅建築文献集成 第6巻 527.08/JU/6 柏書房

0003090177 住宅建築文献集成 第7巻 527.08/JU/7 柏書房

0003179619 図書館のプロが伝える調査のツボ 015.2/TA 柏書房

0003180676 「いじめ学」の時代 361.4/NA 柏書房

0003043829 図書館が教えてくれた発想法 015.2/TA 柏書房

0003136356 孤独なボウリング : 米国コミュニティの崩壊と再生 361.6/PU 柏書房

0002964169 写真でたどるヨーロッパ建築インテリア大事典 523.3/TA 柏書房

0003273087 手紙 : その消えゆく世界をたどる旅 902.5/GA 柏書房

0003321051 そのとき、本が生まれた 023.37/MA 柏書房

１０／４開催の図書館セミナー、講師の社長さん4人の出版社（柏書房・原書房・筑摩書房・平凡社）の本



資料ID タイトル 請求記号 出版社

0003299018 鳥瞰図で見る古代都市の世界 : 歴史・建築・文化 209.3/GO 原書房

0003302967 デザイン歴史百科図鑑 757.02/WI 原書房

0003299081 50の事物で知る図説医学の歴史 490.2/PA 原書房

0003282684 スペイン修道院の食卓 : 歴史とレシピ 596.23/SU 原書房

0003250413 イニシエーション・ラブ 特別限定版 (ミステリー・リーグ) 913.6/IN 原書房

0003258124 キューガーデンの植物誌 472/WI 原書房

0003266082 図説世界史を変えた50の食物 383.8/PR 原書房

0003256031 世界を変えた100の本の歴史図鑑 : 古代エジプトのパピルスから電子書籍まで 020.2/CA 原書房

0003246722 香水瓶の図鑑 : フォトグラフィー 751.5/GA 原書房

0003261729 図説世界を変えた50の科学 (シリーズ知の図書館:5) 402/MO 原書房

0003232200 図説世界を変えた50の心理学 (シリーズ知の図書館:3) 140/ST 原書房

0003218013 図説世界史を変えた50の鉄道 686.2/LA 原書房

0003295145 聖書読解事典 : ヴィジュアル版 193/WA 原書房

0003246311 世界の庭園歴史図鑑 629.2/HO 原書房

0003266091 マリー・アントワネットの植物誌 472/KA 原書房

0003255409 三島由紀夫 : 小説家の問題 910.268/AO 原書房

0003226551 あなたはなぜ「友だち」が必要なのか 158/FL 原書房

0003200057 サイバーセキュリティ読本 007.6/IC 原書房

0003163102 アイスクリームの歴史物語 (お菓子の図書館) 383.8/WE 原書房

0003253834 ギャルと不思議ちゃん論 : 女の子たちの三十年戦争 367.6/MA 原書房

0003163111 ケーキの歴史物語 (お菓子の図書館) 383.8/HU 原書房

0003178587 トールキンのホビットイメージ図鑑 930.28/TO 原書房

0003184067 色の不思議世界 757.3/KO 原書房

0003163095 紅茶スパイ : 英国人プラントハンター中国をゆく 619.8/RO 原書房

0003206540 サグラダ･ファミリア : ガウディとの対話 523.36/SO 原書房

0003163086 美食の歴史2000年 383.8/GE 原書房
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0002165344 学問のすすめ（学問のすすめ１） 002/OO 筑摩書房

0003317324 社会学への招待 (ちくま学芸文庫:[ハ-47-1]) 361/BE 筑摩書房

0003316283 人はなぜ物語を求めるのか (ちくまプリマー新書:273) 901.3/CH 筑摩書房

0003303142 民芸の日本 : 柳宗悦と『手仕事の日本』を旅する 750.8/NI 筑摩書房

0003292108 介護のススメ! : 希望と創造の老人ケア入門 (ちくまプリマー新書:268) 369.26/MI 筑摩書房

0003302163 「ココロ」の経済学 : 行動経済学から読み解く人間のふしぎ (ちくま新書:1228) 331/ID 筑摩書房

0003317404 社会学の考え方 第2版 (ちくま学芸文庫:[ハ-35-2]) 361/BA 筑摩書房

0003279383 脳は、なぜあなたをだますのか : 知覚心理学入門 (ちくま新書:1202) 141.2/SE 筑摩書房

0003246151 18歳の著作権入門 (ちくまプリマー新書:225) 021.2/FU 筑摩書房

0003259970 駅をデザインする (ちくま新書:1112. カラー新書) 526.68/AK 筑摩書房

0003250628 オオカミ少女はいなかった : スキャンダラスな心理学 増補 (ちくま文庫:[す-23-1]) 140.4/SU 筑摩書房

0003246142 考える方法 (ちくまプリマー新書:227. 中学生からの大学講義:2) 002/NA 筑摩書房

0003246473 何のために「学ぶ」のか (ちくまプリマー新書:226. 中学生からの大学講義:1) 002/TO 筑摩書房

0003250655 入門犯罪心理学 (ちくま新書:1116) 326.34/HA 筑摩書房

0003252499 やわらかい頭の作り方 : 身の回りの見えない構造を解明する 141.5/HO 筑摩書房

0003255990 ルポ母子家庭 (ちくま新書:1125) 369.41/KO 筑摩書房

0003231561 池上彰の憲法入門 (ちくまプリマー新書:204) 323.14/IK 筑摩書房

0003201858 看護師という生き方 (ちくまプリマー新書:201) 498.14/MI 筑摩書房

0003192729 ことばの発達の謎を解く (ちくまプリマー新書:191) 807/IM 筑摩書房

0003246348 昭和の洋食平成のカフェ飯 : 家庭料理の80年 383.8/AK 筑摩書房

0003232880 ダ・ヴィンチ・ゴースト : ウィトルウィウス的人体図の謎 702.37/LE 筑摩書房

0003221725 独居老人スタイル 367.7/TU 筑摩書房

0003168518 建築の大転換 520.4/IT 筑摩書房

0003072713 思考の整理学 (ちくま文庫) 141.5/TO 筑摩書房

0003230886 人間の条件 (ちくま学芸文庫:[ア-7-1]) 114/AR 筑摩書房

0002522830 レポートの組み立て方 (ちくま学芸文庫) 816.5/KI 筑摩書房

0003319999 流出した日本美術の至宝 : なぜ国宝級の作品が海を渡ったのか (筑摩選書:0159) 707.9/NA 筑摩書房

0003226588 消えたい : 虐待された人の生き方から知る心の幸せ 369.4/TA 筑摩書房
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0003315839 京のたしなみ : 美しい暮らしの奥義 (別冊太陽. 日本のこころ:259) 291.62/TA 平凡社

0003317217 銀座をつくるひと。 (別冊太陽) 291.36/KU 平凡社

0003316970 しかけ絵本 : 飛び出す、ときめく、遊ぶ、楽しむ (別冊太陽. 日本のこころ:260) 726.5/TA 平凡社

0003320027 脱住宅 : 「小さな経済圏」を設計する 518.8/YA 平凡社

0003316961 楽しい日本の恐竜案内 (別冊太陽. 太陽の地図帖 : おとなの「旅」の道案内:035) 457.87/KU 平凡社

0003320518 ちひろメモリアル : 生誕一〇〇年 (別冊太陽. 日本のこころ:263) 726.1/TA 平凡社

0003309368 アンティークジュエリー美術館 (別冊太陽) 755.3/TA 平凡社

0003303197 安藤忠雄 : 挑戦する建築家 (別冊太陽. 日本のこころ:255) 523.1/TA 平凡社

0003292724 楳図かずお : 『漂流教室』異次元への旅 (別冊太陽. 太陽の地図帖 : おとなの「旅」の道案内:033) 726.1/KU 平凡社

0003290668 かこさとし : 子どもと遊び、子どもに学ぶ /竹内清乃編集 (別冊太陽. 日本のこころ:248) 726.5/TA 平凡社

0003291521 最新現代デザイン事典 757.033/SA 平凡社

0003307426 世界史モノ事典 新版 203.6/SE 平凡社

0003313362 挑発する写真史 740.28/KA 平凡社

0003291281 中原淳一のひまわり (別冊太陽. 日本のこころ:249) 726.5/TA 平凡社

0003307435 日本史モノ事典 新版 [正] 210.036/NI 平凡社

0003272697 あやしい絵本 (別冊太陽. 日本のこころ:240) 726.6/AY 平凡社

0003296795 在りし、在らまほしかりし三島由紀夫 910.268/TA 平凡社

0003271136 ガレとラリックのジャポニスム (別冊太陽) 751.5/YA 平凡社

0003309966 牛乳のそもそも (デザインのかいぼうそもそも) 588/DE/2 平凡社

0003307373 串田孫一 : 緑の色鉛筆 (Standard books) 914.6/KU 平凡社

0003306483 サイのものがたり : 白川静の絵本 821.2/SH 平凡社

0003310816 作家のお菓子 (コロナ・ブックス:206) 596.6/KO 平凡社

0003315580 水木しげる日本の妖怪・世界の妖怪 (別冊太陽. 太陽の地図帖 : おとなの「旅」の道案内:034) 388/KU 平凡社
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