学情センター ２Ｆ企画展示

展示期間：2013.8.19～

図鑑・事典
このリストで配置場所が「２Ｆ参考図書」となっているものは、貸出出来
貸出出来ません
貸出出来ません。ご了承下さい。
ません
書

名

夢の事典 : 「夢」の世界を探検するために / ジェイムズ・R.ルイス著 ; 塚本
利明 [ほか] 訳. -- 彩流社, 2005.2.
図説ヨーロッパ怪物文化誌事典 / 松平俊久著. -- 原書房, 2005.3.
妖精学大全 / 井村君江著. -- 東京書籍, 2008.8.
図説天使百科事典 / ローズマリ・エレン・グィリー著 ; 大出健訳. -- 原書房,
2006.2.
死を考える事典 / グレニス・ハワース, オリヴァー・リーマン編 ; 幸野良夫,
武井摩利訳. -- 東洋書林, 2007.3.
天国と地獄の事典 / ミリアム・ヴァン・スコット著 ; [金井美子ほか訳]. -- 原
書房, 2006.5.
世界神話大図鑑 : 神話・伝説・ファンタジー / アリス・ミルズ監修. -- 東洋書
林, 2009.6.
カルト・陰謀・秘密結社大事典 / アーサー・ゴールドワグ著 ; 住友進訳. -河出書房新社, 2010.10.
世界葬祭事典 / 松涛弘道著. -- 改訂増補. -- 雄山閣, 2010.5.
ビジュアル宇宙大図鑑 : 太陽系から130億光年の果てまで / キャロル・ス
トット [ほか] 著 ; イアン・ニコルソン編集顧問 ; 倉田真木 [ほか] 訳. -- 日経
ナショナルジオグラフィック社.
生きている星・地球 / [Ramon Folch編] ; 大原隆, 大塚柳太郎監訳. -- 朝倉
書店, 2012.10. -- (世界自然環境大百科 / [Ramon Folch編] ; 大澤雅彦総
監訳 ; 1).
デイビッド・マリンの驚異の大宇宙 / デイビッド・マリン写真・文 ; 長谷川哲
夫訳. -- ニュートンプレス, 2000.2.
雲のカタログ : 空がわかる全種分類図鑑 / 村井昭夫, 鵜山義晃文と写真. - 草思社, 2011.5.
スノーフレーク / ケネス・リブレクト著 ; パトリシア・ラスムッセン写真 ; でが
わあずさ, 広田敦郎翻訳. -- 普及版. -- 山と溪谷社, 2010.12.
海洋大図鑑 / 内田至日本語版総監修 ; 武舎広幸, 武舎るみ, 正田順子翻
訳. -- ネコ・パブリッシング, 2007.8.
世界イカ類図鑑 / 奥谷喬司著. -- 全国いか加工業協同組合.
世界海産貝類コレクション大図鑑 : 美しい世界の貝 / 菱田嘉一著. -- 電気
書院, 2000.1.
動く!深海生物図鑑 : 深海数千メートルにうごめく生命の驚異 : DVD-ROM&
図解 / ビバマンボ, 北村雄一著. -- 講談社, 2010.8. -- (ブルーバックス ;
南極大図鑑 / 国立極地研究所監修. -- 小学館, 2006.10.
化石の百科事典 / スティーブ・パーカー著 ; 池田比佐子 [ほか訳]. -- 朝倉
書店, 2012.1.
地球博物学大図鑑 / デイヴィッド・バーニー顧問編集 ; 西尾香苗, 増田まも
る, 田中稔久訳. -- 東京書籍, 2012.6.
137億年の物語 : 宇宙が始まってから今日までの全歴史 / クリストファー・
ロイド著 ; 野中香方子訳. -- 文藝春秋, 2012.9.
アジアの恐竜 / 董枝明著 ; 冨田幸光監訳 ; 関谷透訳. -- 科学出版社東京.
恐竜の復元 / 小田隆 [ほか] イラスト・造形. -- 学習研究社, 2008.9.
骨から見る生物の進化 / ジャン=バティスト・ド・パナフィユー著 ; パトリック・
グリ写真 ; グザヴィエ・バラル編 ; 吉田春美訳. -- 普及版. -- 河出書房新
社, 2011.11.
新世界透明標本 / 冨田伊織作. -- 小学館, 2009.10.
カラーアトラス有毒きのこ / [Andreas Bresinsky, Helmut Besl著] ; 津田盛
也, 横山和正, 米田該典監訳. -- 廣川書店, 2003.9.
世界きのこ大図鑑 : 原色・原寸 / ピーター・ロバーツ, シェリー・エヴァンズ
著 ; 斉藤隆央訳. -- 東洋書林, 2012.10.
世界チョウ図鑑500種 : 華麗なる変身を遂げるチョウとガの魅力 / ケン・プレ
ストン・マフハム著 ; 大谷剛監修・訳. -- ネコ・パブリッシング, 2009.3.
世界カエル図鑑300種 : 絶滅危機の両生類、そのユニークな生態 / クリス・
マチソン著 ; 松井正文監修・訳. -- ネコ・パブリッシング, 2008.4.
日本外来哺乳類フィールド図鑑 / 鈴木欣司著. -- 旺文社, 2005.7.
地球動物図鑑 / フレッド・クック [ほか] 監修 ; 山極寿一日本語版監修. -新樹社, 2006.3.

配置場所

請求記号

3F開架新体系 145.2//L59//4804
4F開架新体系 388.3//MA74//5518
4F開架新体系 388.3//I49//0097
3F開架新体系 147.033//G92//5918
7F新体系

114.2//H96//2974

3F開架新体系 160.33//V36//1051
3F開架大型本 L164//SE22//9971
4F開架新体系 368.5//G61//8457
4F開架新体系 385.6//MA83//1239
2F参考（一般） L440//ST7//2969
3F開架新体系 L468//SE22//9119
3F開架大型本 L440.87//MA39//4279
3F開架新体系 451.61//MU41//2404
3F開架新体系 451.66//L61//9431
2F参考（一般） L452//KA21//5542
2F参考（一般） L484.7//O57//2338
2F参考（一般） L484//H76//3192
4F新書版

481.74//V83//5258

2F参考（一般） L402.979//N48//6044
2F参考（一般） L457.036//P24//9272
2F参考（一般） L460.38//B93//8757
3F開架新体系 450//L76//0254
3F開架新体系 L457.87//TO11//6059
457.87//O17//8566
3F開架新体系
//西田蔵書
3F開架新体系 481.16//P21//0247
3F開架新体系 480.73//TO58//5080
2F参考（一般） L474.85//B72//7383
2F参考（一般） L474.85//R52//2966
2F参考（一般） 486.8//P92//7673
2F参考（一般） 487.85//MA94//3823
2F参考（一般） 489.038//SU96//9033
2F参考（一般） L480.38//C44//7889

絶滅哺乳類図鑑 = Illustrated encyclopedia of extinct mammals / 冨田幸光
文 ; 伊藤丙雄, 岡本泰子イラスト. -- 丸善, 2002.3.
世界鳥類大図鑑 / 西村俊昭, 服部行則, 澤近十九一編集 ; 出田興生, 丸武
志翻訳. -- ネコ・パブリッシング, 2009.1. -- (DKブックシリーズ).
ジョン・グールド世界の鳥 : 鳥図譜ベストコレクション / ジョン・グールド[画] ;
モーリーン・ランボーン著 ; 石原佳代子[ほか]訳. -- 同朋舎出版, 1994.3.
ミクロの不思議な世界 : 電子顕微鏡でみた私たちをとりまく自然と生活環境
/ 医学生物学電子顕微鏡技術学会編. -- メジカルセンス, 2001.6.
ナノ・スケール生物の世界 / リチャード・ジョーンズ著 ; 梶山あゆみ訳. -- 河
出書房新社, 2010.12.
クローズアップ自然のしくみ図鑑 / ジャイルズ・スパロウ著 ; 北川玲訳. -創元社, 2013.5.
世界で一番美しい花粉図鑑 / ロブ・ケスラー, マデリン・ハーレー著 ; 武井
摩利訳. -- 創元社, 2011.10.
クローズアップ人体のしくみ図鑑 / ジョン・クランシー著 ; 北川玲訳. -- 創元
社, 2013.5.
心理学大図鑑 / キャサリン・コーリンほか著 ; 小須田健訳. -- 三省堂,
恐怖の病原体図鑑 : ウイルス・細菌・真菌完全ビジュアルガイド / トニー・
ハート著 ; 中込治訳. -- 西村書店, 2006.7.
人類の進化大図鑑 / アリス・ロバーツ編著 ; 黒田眞知, 森冨美子訳. -- 河
出書房新社, 2012.9.
人類大図鑑 / ロバート・ウィンストン総編集 ; 石井米雄日本語版総監修 ; 小
笠原景子[ほか]訳. -- ネコ・パブリッシング, 2006.9. -- (DKブックシリーズ).
サイエンス大図鑑 / アダム・ハート=デイヴィス総監修 ; 日暮雅通, 藤原多
伽夫, 山田和子翻訳. -- 河出書房新社, 2011.6.
元素図鑑 : 世界で一番美しい / セオドア・グレイ著 ; 武井摩利訳. -- 大阪 :
創元社 , 2010.11
世界の建築家図鑑 / ケネス・パウエル編 ; 井上廣美訳. -- 原書房,
2012.10. -- (ヴィジュアル歴史人物シリーズ).
住まいの解剖図鑑 : 心地よい住宅を設計する仕組み / 増田奏著. -- エク
スナレッジ, 2009.11.
手づくり木工大図鑑 / 田中一幸, 山中晴夫監修. -- 講談社, 2008.3.
現代風俗史年表 : 昭和20年(1945)→平成12年(2000) / 世相風俗観察会編.
-- 増補2版. -- 河出書房新社, 2001.2.
世界の歴史大図鑑 / アダム・ハート=デイヴィス総監修 ; 樺山紘一日本語
版総監修 ; 鹿沼博史 [ほか] 翻訳. -- 河出書房新社, 2009.5.
江戸の暮らし図鑑 : 道具で見る江戸時代 / 高橋幹夫著. -- 芙蓉書房出版,
1994.5.
芸術の都パリ大図鑑 : 建築・美術・デザイン・歴史 / ジャン=マリー・ペルー
ズ・ド・モンクロ文 ; 大野芳材 [ほか] 訳. -- 西村書店, 2012.7.
世界の美術. -- 河出書房新社, 2009.10.
世界で一番美しい名画の解剖図鑑 / カレン・ホサック・ジャネス, イアン・シ
ルヴァーズ, イアン・ザクチェフ編著 ; 和田京子日本語版編集 ; 菊田樹子,
保田潤子翻訳. -- エクスナレッジ , 2013.2
世界映画大事典 / 岩本憲児 [ほか] 編集委員. -- 日本図書センター,
全国映画ドラマロケ地事典 / 日外アソシエーツ株式会社編. -- 日外アソシ
エーツ.
アニメ作品事典 : 解説・原作データ付き / スティングレイ, 日外アソシエーツ
共編. -- 日外アソシエーツ.
テレビドラマ原作事典 = Original works of Japanese television dramas / 古
崎康成, 日外アソシエーツ株式会社共編. -- 日外アソシエーツ.
江戸のイラスト辞典訓蒙図彙 : わが国初のイラスト百科 / [中村惕斎編] ;
小林祥次郎編. -- 勉誠出版, 2012.10.
江戸戯画事典 / 清水勲編著. -- 臨川書店, 2012.8.

3F開架新体系 L457.89//TO52//7384
2F参考（一般） L488.038//N84//4460
2F参考大型 L488.038//G73//8592
3F開架新体系 460.87//I23//3934
3F開架新体系 L460.87//J72//9434
3F開架新体系 L460.87//SP2//6773
3F開架新体系 L471.3//KE61//0085
3F開架新体系 L491.3//C74//6774
3F開架新体系 140//C84//2304
3F開架新体系 491.7//H33//3753
3F開架新体系 L469.2//R52//0819
4F開架大型本 L389//W77//0589
3F開架大型本 L403.8//SC9//0159
3F開架新体系

L431.11//G79//7023
//西田蔵書

3F開架新体系 520.28//P87//8159
3F開架新体系 527.1//MA66//2616
3F学生選書

592.7//TA84//0004
//西田蔵書

2F参考（一般） 210.76//SE87//1033
3F開架大型本 L209.038//SE22//8751
7F新体系

383//TA33//6368

3F開架大型本 L702.35//P42//8679
3F開架大型本 L702//SE22//4354
3F開架新体系 L720.79//H91//7130
2F参考（一般） 778.033//I94//8121
2F参考（一般） 778.038//N71//2426
2F参考（一般） 778.77//ST6//4451
2F参考（一般） 778.8//F94//7245
3F開架新体系 031//N37//0969

3F開架新体系 721.025//SH49//8261
3F開架新体系 759.9//I57//8243
ご当地キティ完全カタログ / 限定キティ保護者会編. -- 2, 3. -- 講談社,
589.77//G34//7972
3F学生選書
2005.12-. -- (ハローキティbox ; [1], 3, [5]).
//西田蔵書
ご当地コスチュームキューピー : 完全カタログ700. -- [1], 2. -- 世界文化社,
589.77//G72//7973
3F学生選書
2007.1-.
//西田蔵書
いんちきおもちゃ大図鑑 : 中国・香港・台湾・韓国のアヤシイ玩具 / いんち
589.77//I54//7974
3F学生選書
き番長, 加藤アングラ著. -- 社会評論社, 2009.11.
//西田蔵書
新語・流行語大全 : ことばの戦後史 / 木村傳兵衛, 谷川由布子 [ほか] 著.
3F開架新体系 814.7//KI39//2419
-- 1945→2005, 1945→2006. -- 自由国民社, 2005.12-.
昭和レトロ語辞典 / 清野恵美子著. -- 講談社, 2007.1.
3F開架新体系 814.7//KI88//0376

ふるさと玩具 (おもちゃ) 図鑑 / 井上重義著. -- 平凡社, 2011.8.

かんさい絵ことば辞典 / ニシワキタダシ著 ; 早川卓馬コラム. -- ピエ・ブック
ス, 2011.6.
京ことば事典 / 真下五一著. -- 復刻版. -- アートダイジェスト, 2006.12.
日本のロゴ : 企業・美術館・博物館・老舗……シンボルマークとしての由来
と変遷 / 成美堂出版編集部編. -- [1], 2. -- 成美堂出版, [2007.9]時代を映したキャッチフレーズ事典 / 深川英雄, 相沢秀一, 伊藤徳三編著.
-- 電通, 2005.9.
若者ことば辞典 / 米川明彦著. -- 東京堂出版, 1997.3.
日本架空伝承人名事典 / 大隅和雄 [ほか] 編集委員. -- 新版. -- 平凡社,
2012.3.
絵本の事典 / 中川素子 [ほか] 編集. -- 朝倉書店, 2011.11.
落語登場人物辞典 / 高橋啓之著. -- 東京堂出版, 2005.9.
戦時広告図鑑 : 慰問袋の中身はナニ? / 町田忍編著. -- WAVE出版,
日本の伝統染織事典 / 中江克己著. -- 東京堂出版, 2013.1.
着物文様事典いろは : 明治・大正・昭和の着物、帯の図柄 / 弓岡勝美篇. - ピエ・ブックス, 2010.3.
世界の文様歴史文化図鑑 : ビジュアル版 : 青銅器時代から現代までの
3000年 / ダイアナ・ニューオール, クリスティナ・アンウィン著. -- 柊風舎,
江戸衣装図鑑 / 菊地ひと美著画. -- 東京堂出版, 2011.11.
世界の民族衣装文化図鑑 / パトリシア・リーフ・アナワルト著. -- 1, 2. -- 柊
風舎, 2011.9.
世界の民族衣装文化図鑑 / パトリシア・リーフ・アナワルト著. -- 1, 2. -- 柊
風舎, 2011.9.

3F開架新体系 818.6//N87//6873
3F開架新体系 818.62//MA64//9241
727//SE17//7948
3F学生選書
//西田蔵書
7F新体系

674.21//F71//0289

7F新体系

814.9//Y83//6380

2F参考（一般） 281.033//O79//5428
2F参考（一般）
3F開架新体系
7F新体系
3F開架新体系

726.601//N32//3176
779.13//TA33//6458
674.21//MA16//2863
753//N31//2148

3F開架新体系 753//Y97//9925
3F開架新体系 757.02//N68//2572
4F開架新体系 383.1//KI24//7584
4F開架大型本 L383.1//A46//3636
4F開架大型本 L383.1//A46//3637

3F開架新体系 L756.7//SA76//4827
戦争の世界史大図鑑 / R.G.グラント編著 ; 樺山紘一日本語版総監修 ; マー
リンアームズ株式会社訳 ; エス・プロジェクト日本語版編集. -- 河出書房新 4F開架大型本 L391.036//G77//9459
社, 2008.7.
戦車メカニズム図鑑 / 上田信著. -- グランプリ出版, 1997.3.
7F新体系 559.4//U32//3144
世界コイン図鑑 / 平石国雄, 二橋瑛夫編・共著. -- 日本専門図書出版,
7F新体系L L337.2//H64//0962
世界紙幣図鑑 / 植村峻, カレンシー・リサーチ編著. -- 日本専門図書出版,
7F新体系L L337.4//U42//0963
1999.4.
地球の食卓 : 世界24か国の家族のごはん / ピーター・メンツェル, フェイス・
4F開架大型本 L383.8//ME56//5394
ダルージオ著 ; みつじまちこ訳. -- TOTO出版, 2006.5.
日本の名酒事典 : 全国1565蔵元徹底案内 : 清酒焼酎 / 講談社エディトリア
7F新体系L L588.52//KO19//9155
ル編. -- 最新版. -- 講談社, 2005.12.
アイスクリーム図鑑 / 日本アイスクリーム協会[編]. -- 2刷. -- 日本アイスク
7F新体系L L596.65//N71//8636
リーム協会, 2002.9.

日本甲冑大図鑑 / 笹間良彦著・画. -- 縮刷版. -- 柏書房, 2007.7.

