
学情センター２Ｆ企画展示

学生選書2011
        展示期間：2012.1.27～2.16 

２Ｆ企画展示終了後は、３Ｆ学生選書コーナーに配架されます

書名 巻号次 請求記号 資料ID

ITナビゲーター / 野村総合研究所ICT・メディア産業コンサルティング部著. -- 2012年版. --
東洋経済新報社, 2011.12.

2012年版 007.35//N95//7907 11702479079

ビューティフルビジュアライゼーション / Julie Steele, Noah Iliinsky編 ; 牧野聡訳. -- オライ
リー・ジャパン. -- (Theory in practice).  007.6//ST3//7960 11702479608

関西図書館あんない :  BOOKMAP : 大阪 兵庫 京都 奈良 滋賀 和歌山 : 専門 大学 公共 /
創元社編集部編. -- 創元社, 2007.10.  010.2//SO27//7858 11702478584

2015年の電子書籍 : 現状と未来を読む / 野村総合研究所 [ほか] 著. -- 東洋経済新報社,
2011.3.  023//N95//7905 11702479053

もっと!イグ・ノーベル賞 : 世の常識を覆す珍妙な研究に栄誉を! / マーク・エイブラハムズ著 ;
福嶋俊造訳. -- ランダムハウス講談社, 2005.8.  049//A14//7956 11702479566

Journalism : a very short introduction / Ian Hargreaves. -- Oxford University Press, 2005. -
- (Very short introductions ; 139).  070//H32//8026 11702480267

Poststructuralism : a very short introduction / Catherine Belsey. -- Oxford University
Press, 2002. -- (Very short introductions ; 73).  116.9//B33//8019 11702480192

神秘哲学 : ギリシアの部 / 井筒俊彦著. -- 慶應義塾大学出版会, 2010.12.  131//I99//8088 11702480887

教父ユスティノス : キリスト教哲学の源流 / 柴田有著. -- 勁草書房, 2006.6.  132.1//SH18//8056 11702480564

イデアの哲学史 : 啓蒙・言語・歴史認識 / 神野慧一郎著. -- ミネルヴァ書房, 2011.11.  133//KA37//8015 11702480150

Memory : a very short introduction / Jonathan K. Foster. -- : [pbk.]. -- Oxford University
Press, 2009. -- (Very short introductions ; 194).

: [pbk.] 141.34//F41//8034 11702480341

脳は0.1秒で恋をする : 「赤い糸」の科学 : Brain & Passion / 茂木健一郎著. -- PHP研究所,
2009.7.  141.62//MO16//8109 11702481091

Ethics : a very short introduction / Simon Blackburn. -- : pbk. -- Oxford University Press,
2003, c2001. -- (Very short introductions ; 80). : pbk 150//B52//8022 11702480226

Science and religion : a very short introduction / Thomas Dixon. -- : pbk. -- Oxford
University Press, 2008. -- (Very short introductions ; 189). : pbk 161.2//D79//8031 11702480317

この世界のはじまりの物語 / 松村一男著. -- 白水社, 2008.6. -- (地球のカタチ).  164//MA82//8007 11702480077

マホメット伝 / 大川周明著. -- 書肆心水, 2011.2.  167.28//O46//8064 11702480648

ローマ帝政中期の国家と教会 : キリスト教迫害史研究193-311年 / 保坂高殿著. -- 教文館,
2008.3.  192.3//H91//8061 11702480614

ドイツ語で読む『聖書』 : ルター、ボンヘッファー等のドイツ語に学ぶ / 河崎靖著. -- 現代書
館, 2011.9.  193.09//KA97//8000 11702480002

バイリンガル聖書・新約 : New International Version : New Japanese Bible : 新約聖書「新改
訳」. -- いのちのことば社, 2008.2.  193.5//B43//8001 11702480010

キリスト教礼拝・礼拝学事典 / 今橋朗, 竹内謙太郎, 越川弘英監修. -- 日本キリスト教団出版
局, 2006.2.  196.1//KI54//8009 11702480093

祈りの心身技法 : 十四世紀ビザンツのアトス静寂主義 / 久松英二著. -- 京都大学学術出版
会, 2009.3.  198.19//H76//8060 11702480606

キリスト教東方の神秘思想 / V・ロースキィ[著] ; 宮本久雄訳. -- 勁草書房, 1986.10.  198.19//L89//8058 11702480580

In search of civilization : remaking a tarnished idea / John Armstrong. -- : pbk. -- Penguin,
2010. -- (Penguin books)(Penguin philosophy). : pbk 201.1//A79//8098 11702480986

歴史とエクリチュール : 過去の記述 / クリスチアン・ジュオー著 ; 嶋中博章 [ほか] 訳. -- 水
声社, 2011.11.  201.16//J82//7914 11702479145

アニメで読む世界史 / 藤川隆男編. -- 山川出版社, 2011.9.  204//F58//7982 11702479822

図説海賊 / 増田義郎著. -- 河出書房新社, 2006.7. -- (ふくろうの本).  209//MA66//8089 11702480895

Modern Japan : a very short introduction / Christopher Goto-Jones. -- Oxford University
Press, 2009. -- (Very short introductions ; 202).  210.6//G72//8035 11702480358

北一輝と二・二六事件の陰謀 / 木村時夫著. -- : 新装版. -- 恒文社, 2007.2. : 新装版 210.7//KI39//8048 11702480481

北一輝の研究 / 竹山護夫著. -- 名著刊行会, 2005.1. -- (歴史学叢書 . 竹山護夫著作集 ;
第1巻).  210.7//TA68//8038 11702480382

大正期の政治思想と大杉栄 / 竹山護夫著. -- 名著刊行会, 2006.1. -- (歴史学叢書 . 竹山
護夫著作集 ; 第2巻).  210.7//TA68//8039 11702480390

昭和陸軍の将校運動と政治抗争 / 竹山護夫著. -- 名著刊行会, 2008.5. -- (歴史学叢書 .
竹山護夫著作集 ; 第4巻).  210.7//TA68//8040 11702480408

近代日本の文化とファシズム / 竹山護夫著. -- 名著刊行会, 2009.4. -- (歴史学叢書 . 竹山
護夫著作集 ; 第5巻).  210.7//TA68//8041 11702480416
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地ひらく : 石原莞爾と昭和の夢 / 福田和也著. -- 上, 下. -- 文藝春秋, 2004.9. -- (文春文
庫 ; [ふ-12-2]-[ふ-12-3]). 上 210.75//F74//8075 11702480754

地ひらく : 石原莞爾と昭和の夢 / 福田和也著. -- 上, 下. -- 文藝春秋, 2004.9. -- (文春文
庫 ; [ふ-12-2]-[ふ-12-3]). 下 210.75//F74//8076 11702480762

第二次世界大戦と日独伊三国同盟 : 海軍とコミンテルンの視点から / 平間洋一著. -- 錦正
社, 2007.5.  210.75//H65//8059 11702480598

米内光政正伝 : 海軍大将 : 肝脳を国の未来に捧げ尽くした一軍人政治家の生涯 / 実松譲
著. -- 光人社, 2009.2.  210.75//SA62//8065 11702480655

石原莞爾その虚飾 / 佐高信著. -- 講談社, 2003.8. -- (講談社文庫 ; [さ-33-26]).  210.75//SA83//8077 11702480770

石原莞爾と小澤開作 : 民族協和を求めて / 田中秀雄著. -- 芙蓉書房出版, 2008.6.  210.75//TA84//8068 11702480689

石原莞爾の時代 : 時代精神の体現者たち / 田中秀雄著. -- 芙蓉書房出版, 2008.6.  210.75//TA84//8069 11702480697

近代日本最初の「植民地」沖縄と旧慣調査 : 1872-1908 / 平良勝保著. -- 藤原書店,
2011.11.

 219.9//TA23//8010 11702480101

朝日新聞が報道した「日韓併合」の真実 : 韓国が主張する「七奪」は日本の「七恩」だった /
水間政憲著. -- 徳間書店, 2010.7.  221.06//MI95//7903 11702479038

清代内河水運史の研究 / 松浦章著. -- 関西大学出版部, 2009.2. -- (關西大學東西學術研
究所研究叢刊 ; 30).  222.06//MA89//8082 11702480820

The Opium War : drugs, dreams and the making of China / by Julia Lovell. -- Picador, 2011.
 222.065//L94//8099 11702480994

The Arabs : a history / Eugene Rogan. -- : pbk. -- Penguin, 2010. -- (Penguin books .
Penguin history). : pbk 227//R62//8097 11702480978

16世紀世界史におけるトルコ勢力の諸問題 / W.E.D.アレン著 ; 尾高晋己訳. -- あるむ,
2011.8.  227.4//A41//8083 11702480838

前近代トルコの地方名士 : カラオスマンオウル家の研究 / 永田雄三著. -- 刀水書房,
2009.3. -- (明治大学人文科学研究所叢書).  227.4//N23//8080 11702480804

図説イスタンブル歴史散歩 / 鈴木董著 ; 大村次郷写真. -- 河出書房新社, 1999.9. -- (ふく
ろうの本).  227.4//SU96//8091 11702480911

魔女とシャリヴァリ / 二宮宏之, 樺山紘一, 福井憲彦責任編集. -- 新版. -- 藤原書店,
2010.11. -- (叢書歴史を拓く : 『アナール』論文選 ; 1).  230.04//N76//7933 11702479335

魔女とヨーロッパ / 高橋義人著. -- 岩波書店, 2011.11. -- (岩波人文書セレクション).  230.5//TA33//7919 11702479194

製パンマイスターとナチス : ドイツ近現代社会経済史の一側面 / 鎗田英三著. -- 五絃舎,
2011.3.  234.07//Y59//7999 11702479996

ハプスブルク帝国 : ヨーロッパに君臨した七〇〇年王朝 / 新人物往来社編. -- 新人物往来
社, 2010.8. -- (ビジュアル選書).  234.6//SH63//8057 11702480572

図説ブダペスト都市物語 / 早稲田みか文 ; チョマ・ゲルゲイ写真. -- 河出書房新社, 2001.3.
-- (ふくろうの本).  234.7//W41//8093 11702480937

マサリクとチェコの精神 : アイデンティティと自律性を求めて / 石川達夫著. -- 成文社,
1995.5.

 234.8//I76//8055 11702480556

近代スロヴァキア国民形成思想史研究 : 「歴史なき民」の近代国民法人説 / 中澤達哉著. --
刀水書房, 2009.11.  234.83//N46//8044 11702480440

ポーランドの貴族の町 : 農民解放前の都市と農村、ユダヤ人 / 山田朋子著. -- 刀水書房,
2007.12.  234.9//Y19//8043 11702480432

Rivers of gold : the rise of the Spanish Empire / Hugh Thomas. -- : pbk. -- Penguin, 2010.
-- (Penguin books . History). : pbk 236.05//TH5//7928 11702479285

ダルマチアにおける国民統合過程の研究 / 石田信一著. -- 刀水書房, 2004.3.  239.3//I72//8042 11702480424

ファシストの戦争 : 世界史的文脈で読むエチオピア戦争 / 石田憲著. -- 千倉書房, 2011.10.  245.1//I72//7922 11702479228

日本をはみ出る : 海外で勝負する4人の日本人の仕事力 / 川島蓉子著. -- 六耀社,
2011.10.

 281.04//KA97//7943 11702479434

昭和天皇伝 / 伊藤之雄著. -- 文藝春秋, 2011.7.  288.41//I89//8062 11702480622

鉄腕ゲッツ行状記 : ある盗賊騎士の回想録 / ゲッツ・フォン・ベルリヒンゲン著 ; 藤川芳朗訳.
-- 白水社, 2008.3.  289//B38//8003 11702480036

石原莞爾 / 藤本治毅著. -- 新装版. -- 時事通信社, 1995.8. 新装版 289//F62//8070 11702480705

重光葵 : 連合軍に最も恐れられた男 / 福冨健一著. -- 講談社, 2011.8.  289//F84//8063 11702480630

皇帝フリードリヒ二世 / エルンスト・H・カントーロヴィチ著 ; 小林公訳. -- 中央公論新社,
2011.9. -- (Mediations).  289//KA59//7913 11702479137

陸軍の異端児石原莞爾 : 東条英機と反目した奇才の生涯 / 小松茂朗著. -- 光人社,
1991.3.  289//KO61//8066 11702480663

石原莞爾 : 哲人参謀 / 中村晃著. -- 叢文社, 2003.3.  289//N37//8067 11702480671

ザ・ラストバンカー : 西川善文回顧録 / 西川善文著. -- 講談社, 2011.10.  289//N83//7906 11702479061

地球を遊ぼう! : 29 dream trips & adventures / A-Works編. -- A-Works, 2010.1.  290.9//A97//7968 11702479681
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食べる。 / 中村安希著. -- 集英社, 2011.11.  290.9//N37//7934 11702479343

海のシルクロード : 中国・泉州からイスタンブールまで / 辛島昇文 ; 大村次郷写真. -- 集英
社, 2000.6. -- (アジアをゆく / 大村次郷写真).  292.09//KA62//7912 11702479129

図説ペルシア / 山崎秀司撮影・編. -- 河出書房新社, 1998.11.  292.72//Y48//8092 11702480929

夏休みの終わりに : planets special 2011 / 第二次惑星開発委員会企画・編集. -- 第二次惑
星開発委員会, 2011.8.  302.1//D25//7976 11702479764

記録と表象 : 史料が語るイスラーム世界 / 林佳世子, 桝屋友子編. -- 東京大学出版会,
2005.2. -- (イスラーム地域研究叢書 ; 8).  302.27//I84//8087 11702480879

日本の論点 / 文藝春秋編. -- ['92] - 2012. -- 文藝春秋, 1992.10-. -- (文春MOOK). 2012 304//B89//7910 11702479103

2012年日本はこうなる / 三菱UFJリサーチ&コンサルティング編. -- 東洋経済新報社,
2011.11.  304//MI63//7909 11702479095

エコノミーとエコロジー : 特集. -- 太田出版, 2011.11. -- (atプラス : 思想と活動 ; 10).  304//TO43//7966 11702479665

国体論及び純正社会主義 / 北一輝 [著] ; 長谷川雄一, C・W・A・スピルマン, 萩原稔編集. -
- 自筆修正版. -- ミネルヴァ書房, 2007.12.  309.6//KI61//8045 11702480457

北一輝思想集成 : 国体論及び純正社会主義 日本改造法案大綱 ほか / 北一輝著. -- 書肆
心水, 2005.8.  309.6//KI61//8047 11702480473

北一輝の革命 : 天皇の国家と対決し「日本改造」を謀った男 / 松本健一文 ; ふなびきかずこ
イラストレーション. -- 現代書館, 2008.10. -- (For beginners シリーズ ; 103).  309.6//MA81//8046 11702480465

大川周明 : イスラームと天皇のはざまで / 臼杵陽著. -- 青土社, 2010.8.  309.6//U95//8054 11702480549

Ideology : a very short introduction / Michael Freeden. -- Oxford University Press, 2003. -
- (Very short introductions ; 95).  311//F46//8023 11702480234

哲学者マキァヴェッリについて / レオ・シュトラウス著 ; 飯島昇藏, 厚見恵一郎, 村田玲訳. --
勁草書房, 2011.11.  311.237//ST8//8050 11702480507

頭山満と近代日本 / 大川周明著 ; 中島岳志編・解説. -- 春風社, 2007.12.  311.3//O46//8053 11702480531

Democracy : a very short introduction / Bernard Crick. -- Oxford University Press, 2002. -
- (Very short introductions ; 75).  311.7//C92//8020 11702480200

Fascism : a very short introduction / Kevin Passmore. -- : pbk. -- Oxford University Press,
2002. -- (Very short introductions ; 77). : pbk 311.8//P26//8021 11702480218

Communism / Leslie Holmes. -- Oxford University Press, 2009. -- (Very short
introductions ; 209).  311.9//H83//8036 11702480366

Citizenship : a very short introduction / Richard Bellamy. -- Oxford University Press, 2008.
-- (Very short introductions ; 192).  316.1//B33//8033 11702480333

Racism : a very short introduction / Ali Rattansi. -- : pbk. -- Oxford University Press,
2007. -- (Very short introductions ; 161). : pbk 316.8//R17//8030 11702480309

帝国陸軍見果てぬ「防共回廊」 : 機密公電が明かす、戦前日本のユーラシア戦略 / 関岡英
之著. -- 祥伝社, 2010.3.  319.1022//SE38//8052 11702480523

ヤーコプ・グリムとその時代 : 「三月前期」の法思想 / 堅田剛著. -- 御茶の水書房, 2009.12.  321.234//KA81//7998 11702479988

予想どおりに不合理 : 行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」 / ダン・アリエリー著 ;
熊谷淳子訳. -- 増補版. -- 早川書房, 2010.10.  331//A71//7954 11702479541

競争優位で勝つ統計学 : わずかな差を大きな勝利に変える方法 / ジェフリー・マー著 ; 須川
綾子訳. -- 河出書房新社, 2011.11.  331.19//MA11//7955 11702479558

進化ゲーム理論と遺伝的アルゴリズム : 「協調」と「対立」のシミュレーション / 梅原嘉介, 小川
敬治著 ; 第二I/O編集部編集. -- 工学社, 2007.12. -- (I/O books).  331.19//U66//7867 11702478675

環渤海交易圏の形成と変容 : 清末民国期華北・東北の市場構造 / 山本進著. -- 東方書店,
2009.5.  332.225//Y31//8086 11702480861

International migration / Khalid Koser. -- : pbk. -- Oxford University Press, 2007. -- (Very
short introductions ; 157). : pbk 334.4//KO83//8029 11702480291

会社の数字を科学する : すっきりわかる財務・会計・投資 / 内山力著. -- PHP研究所,
2010.2. -- (PHPサイエンス・ワールド新書 ; 013).  336.9//U25//7899 11702478998

Sociology : a very short introduction / Steve Bruce. -- Oxford University Press, 2000,
c1999. -- (Very short introductions ; 12).  361//B78//8013 11702480135

オタク文化と蔓延する「ニセモノ」ビジネス / 江藤茂博著. -- 戎光祥出版, 2008.10.  361.5//E78//7971 11702479715

玄洋社・封印された実像 / 石瀧豊美著. -- 海鳥社, 2010.10.  361.65//I81//8049 11702480499

Social research methods / Alan Bryman. -- 2nd ed. -- Oxford University Press, c2004.  361.9//B79//8012 11702480127

写真記録「社会と市民生活」の世界史 / 写真記録刊行会編. -- 日本ブックエース.  L362//SH13//8081 11702480812

河北新報のいちばん長い日 : 震災下の地元紙 / 河北新報社著. -- 文藝春秋, 2011.10.  369.31//KA19//7902 11702479020

新しい学びを拓く数学科授業の理論と実践 : 中学・高等学校編 / 岩崎秀樹編著. -- ミネル
ヴァ書房, 2010.4. -- (MINERVA21世紀教科教育講座).  375.41//I96//7887 11702478873

数学科教育法入門 / 黒田恭史編著. -- 共立出版, 2008.4. -- (教育系学生のための数学シ
リーズ).  375.41//KU72//7886 11702478865

3



書名 巻号次 請求記号 資料ID

算数・数学科重要用語300の基礎知識 / 中原忠男編集. -- 明治図書出版, 2000.12. -- (重
要用語300の基礎知識 ; 5).  375.41//N33//7888 11702478881

理科教育法 : 授業に活かす! / 左巻健男, 内村浩編著. -- 小学校編, 中学・高等学校編. --
東京書籍, 2009.4.  375.42//SA57//8112 11702481125

江戸=東京の下町から : 生きられた記憶の旅へ / 川田順造著. -- 岩波書店, 2011.11.  382.136//KA92//7996 11702479962

民族衣装 / オーギュスト・ラシネ原著 ; マール社編集部編. -- [正], 続. -- マール社,
1994.11-2009.12. -- (マールカラー文庫 ; 1, 17). [正] 383.1//R11//7924 11702479244

民族衣装 / オーギュスト・ラシネ原著 ; マール社編集部編. -- [正], 続. -- マール社,
1994.11-2009.12. -- (マールカラー文庫 ; 1, 17). 続 383.1//R11//7925 11702479251

中世ヨーロッパの服装 / オーギュスト・ラシネ原著 ; マール社編集部編. -- マール社,
2010.4. -- (マールカラー文庫 ; 18).  383.1//R11//7926 11702479269

パスタでたどるイタリア史 / 池上俊一著. -- 岩波書店, 2011.11. -- (岩波ジュニア新書 ;
699).

 383.837//I33//7923 11702479236

さいごの色街飛田 / 井上理津子著. -- 筑摩書房, 2011.10.  384.9//I57//7967 11702479673

魔女論 : なぜ空を飛び、人を喰うか / 大和岩雄著. -- 大和書房, 2011.10.  387//O93//7981 11702479814

貴婦人ゴディヴァ : 語り継がれる伝説 / ダニエル・ドナヒュー著 ; 伊藤盡訳. -- 慶應義塾大
学出版会, 2011.10.  388.33//D85//7983 11702479830

Social and cultural anthropology : a very short introduction / John Monaghan and Peter Just.
-- Oxford University Press, 2000. -- (Very short introductions ; 15).  389//MO31//8016 11702480168

世界を騙しつづける科学者たち / ナオミ・オレスケス, エリック・M.コンウェイ著 ; 福岡洋一訳.
-- 上, 下. -- 楽工社, 2011.12. 上 402.53//O71//7957 11702479574

世界を騙しつづける科学者たち / ナオミ・オレスケス, エリック・M.コンウェイ著 ; 福岡洋一訳.
-- 上, 下. -- 楽工社, 2011.12. 下 402.53//O71//7958 11702479582

おもちゃの科学セレクション / 戸田盛和著 ; 時枝正解説. -- 1, 2, 3. -- 日本評論社,
2011.11. 1 404//TO17//7879 11702478790

おもちゃの科学セレクション / 戸田盛和著 ; 時枝正解説. -- 1, 2, 3. -- 日本評論社,
2011.11. 2 404//TO17//7880 11702478808

おもちゃの科学セレクション / 戸田盛和著 ; 時枝正解説. -- 1, 2, 3. -- 日本評論社,
2011.11. 3 404//TO17//7881 11702478816

形の冒険 : 生命の形態と意識の進化を探る / ランスロット・ロウ・ホワイト著 ; 幾島幸子訳. --
工作舎, 1987.2.  404//W69//8130 11702481307

数学七つの未解決問題 : あなたも100万ドルにチャレンジしよう! / 一松信[ほか]共著. -- 森
北出版, 2002.10.  410//H77//8122 11702481224

ちょっとわかればこんなに役に立つ中学・高校数学のほんとうの使い道 / 京極一樹著. -- 実
業之日本社, 2011.1. -- (じっぴコンパクト新書 ; 076).  410//KY3//8101 11702481018

感動する!数学 / 桜井進著. -- 新版. -- 海竜社, 2011.11.  410//SA47//7873 11702478733

オイラーの贈物 : 人類の至宝e [iπ] =-1を学ぶ / 吉田武著. -- : 新装版. -- 東海大学出版
会, 2010.1.

: 新装版 410//Y86//7891 11702478915

数学に恋したくなる話 / 秋山仁, 松永清子著. -- PHP研究所, 2010.12. -- (PHPサイエンス・
ワールド新書 ; 034).  410.4//A38//7897 11702478972

食える数学 / 神永正博 [著]. -- ディスカヴァー・トゥエンティワン, 2010.11.  410.4//KA37//7950 11702479509

面白くて眠れなくなる数学 / 桜井進著. -- PHPエディターズ・グループ.  410.4//SA47//7882 11702478824

超面白くて眠れなくなる数学 / 桜井進著. -- PHPエディターズ・グループ.  410.4//SA47//7883 11702478832

算数・数学の迷い路 : ことばと論理をめぐる20章 / 細井勉著. -- 日本評論社, 2011.6.  410.7//H94//7889 11702478899

人はなぜ数学が嫌いになるのか : 好きと嫌いは紙一重 / 芳沢光雄著. -- PHP研究所,
2010.10. -- (PHPサイエンス・ワールド新書 ; 030).  410.7//Y94//7898 11702478980

「無限」の考察 : ∞ - ∞ = ? / 足立恒雄著 ; 上村奈央絵. -- 講談社, 2009.6.  410.9//A16//8118 11702481182

複素解析の神秘性 : 複素数で素数定理を証明しよう! / 吉田信夫著 ; アップ研伸館編集. --
現代数学社, 2011.10.  413.52//Y86//8108 11702481083

今日から使えるラプラス変換・z変換 / 三谷政昭著. -- 講談社, 2011.9. -- (今日から使えるシ
リーズ).  413.56//MI58//8110 11702481109

SPSSでやさしく学ぶアンケート処理 / 石村貞夫, 劉晨, 石村友二郎著. -- 第3版. -- 東京図
書, 2011.11.  417//I78//8011 11702480119

ゲームの理論入門 : チェスから核戦略まで / モートン・D・デービス著 ; 桐谷維, 森克美訳. -
- 講談社, 1973.9. -- (ブルーバックス ; B-217).  417.2//D46//8103 11702481034

高校数学で挑戦する和算難題 / 佐藤健一著. -- 東洋書店, 2010.11.  419.1//SA85//7864 11702478642

算額道場 / 佐藤健一編 ; 佐藤健一, 伊藤洋美, 牧下英世著. -- 研成社, 2002.7.  419.1//SA85//8117 11702481174

ちょっとわかればこんなに役に立つ中学・高校物理のほんとうの使い道 / 京極一樹著. -- 実
業之日本社, 2011.9. -- (じっぴコンパクト新書 ; 086).  420//KY3//8102 11702481026

サイエンス入門 / リチャード・ムラー著 ; 二階堂行彦訳. -- 1. -- 楽工社, 2011.10. 1 420//MU29//7890 11702478907
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次元とはなにか : 0次元から始めて多次元、余剰次元まで、空間と時空の謎に迫る!! / 新海裕
美子, ハインツ・ホライス, 矢沢潔著. -- ソフトバンククリエイティブ, 2011.5. -- (サイエンス・ア
イ新書 ; SIS-203).

 421//SH64//8105 11702481059

Relativity : a very short introduction / Russell Stannard. -- : pbk. -- Oxford University
Press, 2008. -- (Very short introductions ; 190). : pbk 421.2//ST2//8032 11702480325

流れ / フィリップ・ボール著 ; 塩原通緒訳. -- 早川書房, 2011.11. -- (自然が創り出す美しい
パターン).  423.8//B16//7952 11702479525

スパイス、爆薬、医薬品 : 世界史を変えた17の化学物質 / P.ルクーター, J.バーレサン著 ; 小
林力訳. -- 中央公論新社, 2011.11.  430.2//L49//7984 11702479848

地球外生命を求めて : 宇宙は生命にあふれているのか? / マーク・カウフマン〔著〕 : 奥田祐
士訳. -- ディスカヴァー・トゥエンティワン, 2011.9. -- (Dis+coverサイエンス ; 009).  440//KA89//8104 11702481042

あの星はなにに見える? / 出雲晶子著. -- 白水社, 2008.6. -- (地球のカタチ).  443//I99//8006 11702480069

カレンダーから世界を見る / 中牧弘允著. -- 白水社, 2008.7. -- (地球のカタチ).  449.8//N35//8005 11702480051

Global catastrophes : a very short introduction / Bill McGuire. -- : pbk. -- Oxford
University Press, 2005, c2002. -- (Very short introductions ; 145). : pbk 450.98//MA15//8027 11702480275

写真で読み解く雷の科学 = Understanding the science of lightning through photographs/ 横
山茂, 石井勝共著 ; 音羽電機工業株式会社編. -- オーム社, 2011.9.  451.77//Y79//8119 11702481190

Global warming : a very short introduction / Mark Maslin. -- [2nd ed.]. -- Oxford
University Press, c2009. -- (Very short introductions ; 118).  451.85//MA64//8024 11702480242

湧き水めぐり / 湧き水サーベイ関西編著. -- 1, 2, 3. -- 東方出版, 2006.10-. -- (関西地学
の旅 ; 4-6). 1 452.95//W31//7875 11702478758

湧き水めぐり / 湧き水サーベイ関西編著. -- 1, 2, 3. -- 東方出版, 2006.10-. -- (関西地学
の旅 ; 4-6). 2 452.95//W31//7876 11702478766

化石図鑑 : 示準化石ビジュアルガイドブック : 地球の歴史をかたる古生物たち / 中島礼, 利
光誠一共著. -- 誠文堂新光社, 2011.1.  457//N42//7868 11702478683

海底ごりごり地球史発掘 / 須藤斎著. -- PHP研究所, 2011.12. -- (PHPサイエンス・ワールド
新書 ; 050).  457//SU84//7900 11702479004

恐竜はなぜ鳥に進化したのか : 絶滅も進化も酸素濃度が決めた / ピーター・D・ウォード著 ;
垂水雄二訳. -- 文藝春秋, 2008.2.  457//W38//7901 11702479012

化石探し / 大阪地域地学研究会著. -- 東方出版, 2010.5. -- (関西地学の旅 ; 7).  457.216//O73//7877 11702478774

移行化石の発見 / ブライアン・スウィーテク著 ; 野中香方子訳. -- 文藝春秋, 2011.4.  457.8//SW9//7866 11702478667

フタバスズキリュウ発掘物語 : 八〇〇〇万年の時を経て甦ったクビナガリュウ / 長谷川善和
著. -- 化学同人, 2008.3. -- (DOJIN選書 ; 14).  457.87//H36//7893 11702478931

恐竜研究所へようこそ / 林原自然科学博物館著. -- 童心社, 2007.5.  457.87//H48//7863 11702478634

スー : 史上最大のティラノサウルス発掘 = Sue / ピーター・ラーソン, クリスティン・ドナン著 ; 池
田比佐子訳. -- 朝日新聞社, 2005.3.  457.87//L32//8127 11702481273

世界恐竜発見史 : 恐竜像の変遷そして最前線 / ダレン・ネイシュ著 ; 春日清秀翻訳. -- ネ
コ・パブリッシング, 2010.8.  L457.87//N28//7860 11702478600

化石は語る : ゾウ化石でたどる日本の動物相 / 高橋啓一著. -- 八坂書房, 2008.7. -- (琵琶
湖博物館ポピュラーサイエンスシリーズ).  457.89//TA33//7865 11702478659

巨石めぐり / 自然環境研究オフィス編著. -- 東方出版, 2011.11. -- (関西地学の旅 ; 8).  458.216//SH93//7878 11702478782

宝石探し / 大阪地域地学研究会著. -- [1], 2: 1泊2日編. -- 東方出版, 1998.4-2004.10. --
(関西地学の旅 ; [1], 3).

2: 1泊2日編 459.7//O73//7874 11702478741

世界をやりなおしても生命は生まれるか? / 長沼毅著. -- 朝日出版社, 2011.7. 460//N16//8129 11702481299

生物の生存戦略 : われわれ地球生物ファミリーはいかにしてここにかくあるのか : 科学者が語
る科学最前線 / 立花隆プログラムコーディネーター. -- クバプロ, 2008.10. -- (自然科学研
究機構シンポジウム講演収録集 : 科学者が語る科学最前線 ; 4).

 460.4//TA13//8120 11702481208

かたち / フィリップ・ボール著 ; 林大訳. -- 早川書房, 2011.9. -- (自然が創り出す美しいパ
ターン).  463.7//B16//7951 11702479517

生命のなかの「海」と「陸」 : ナトリウムとケイ素の生物誌 / 高橋英一著. -- 研成社, 2001.10. -
- (のぎへんのほん).  464.8//TA33//7884 11702478840

ぼくは上陸している : 進化をめぐる旅の始まりの終わり / スティーヴン・ジェイ・グールド著 ; 渡
辺政隆訳. -- 上, 下. -- 早川書房, 2011.8. 上 467.5//G73//7856 11702478568

ぼくは上陸している : 進化をめぐる旅の始まりの終わり / スティーヴン・ジェイ・グールド著 ; 渡
辺政隆訳. -- 上, 下. -- 早川書房, 2011.8. 下 467.5//G73//7857 11702478576

大量絶滅がもたらす進化 : 巨大隕石の衝突が絶滅の原因ではない?絶滅の危機がないと生
物は進化を止める? / 金子隆一著. -- ソフトバンククリエイティブ, 2010.2. -- (サイエンス・アイ
新書 ; SIS-152).

 467.5//KA53//7896 11702478964

ずかんプランクトン : 見ながら学習調べてなっとく / 清水洋美編著. -- 技術評論社, 2011.12.  468.6//SH49//8125 11702481257

動物トリビア図鑑 : 明日から使える動物雑学100問 / 佐藤栄記著. -- 東京書籍, 2011.9.  480.4//SA85//7892 11702478923

研究する水族館 : 水槽展示だけではない知的な世界 / 猿渡敏郎, 西源二郎編著. -- 東海
大学出版会, 2009.3.  480.76//SA69//8115 11702481158

ビジュアルブック骨 : 骨格から探る生き物のふしぎ. -- ニュートンプレス, 2010.3. --
(NEWTONムック).  L481.1//B42//7861 11702478618

見せびらかすイルカ、おいしそうなアリ : 動物たちの生殖行為と奇妙な生態についての69話 /
パット・センソン著 ; 田村源二訳. -- 飛鳥新社, 2011.9. -- (飛鳥新社ポピュラーサイエンス).  481.35//SE73//8116 11702481166
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タテジマ飼育のネコはヨコジマが見えない : あるのに見えない、ないのに見える感覚と心の不
思議 / 高木雅行著. -- ソフトバンククリエイティブ, 2008.2. -- (サイエンス・アイ新書 ; SIS-
057).

 481.37//TA29//7895 11702478956

サンゴ礁学 : 未知なる世界への招待 / 日本サンゴ礁学会編 ; 鈴木款, 大葉英雄, 土屋誠責
任編集. -- 東海大学出版会, 2011.10.  483.35//N71//7869 11702478691

フジツボ類の最新学 : 知られざる固着性甲殻類と人とのかかわり / 日本付着生物学会編. --
恒星社厚生閣, 2006.2.  485.3//N71//8126 11702481265

ナメクジウオ : 頭索動物の生物学 / 安井金也, 窪川かおる著. -- 東京大学出版会, 2005.1.  485.97//Y64//8124 11702481240

フライドチキンの恐竜学 : 食卓の骨には進化のナゾがつまっている / 盛口満著. -- ソフトバン
ククリエイティブ, 2008.6. -- (サイエンス・アイ新書 ; SIS-068).  488.1//MO48//7894 11702478949

日本産哺乳類頭骨図説 / 阿部永著. -- 増補版. -- 北海道大学出版会, 2007.10.  489//A12//7859 11702478592

ヴィジュアル版脳の歴史 : 脳はどのように視覚化されてきたか / カール・シューノーヴァー著 ;
松浦俊輔訳. -- 河出書房新社, 2011.11.  491.371//SC6//8111 11702481117

免疫 : からだを護る不思議なしくみ / 矢田純一著. -- 第4版. -- 東京化学同人, 2007.6.  491.8//Y66//7871 11702478717

西欧古典に描かれた狂気 / 酒井明夫著. -- 時空出版, 2007.3.  493.7//SA29//7985 11702479855

海藻と育毛 / 山田信夫著. -- 成山堂書店, 2010.12.  494.8//Y19//8123 11702481232

食品のテクスチャー : ニッポンの食はねばりにあり。. -- エヌ・ティー・エス, 2011.9. -- (おいし
さの科学シリーズ : Νοστιμο (ノスティモ) ; vol.1).  498.51//O33//7942 11702479426

Drugs : a very short introduction / Leslie Iversen. -- Oxford University Press, 2001. --
(Very short introductions ; 52).  499//I91//8017 11702480176

デザインの骨格 / 山中俊治著. -- 日経BP社.  501.83//Y34//7946 11702479467

静岡模型全史 : 50人の証言でつづる木製模型からプラモデルの歴史 / 静岡模型教材協同
組合編. -- 静岡模型教材協同組合.  507.9//SH94//7977 11702479772

Architecture : a very short introduction / Andrew Ballantyne. -- Oxford University Press,
2002. -- (Very short introductions ; 72).  520//B16//8018 11702480184

建築家安藤忠雄 / 安藤忠雄著. -- 新潮社, 2008.10.  523.1//A47//7908 11702479087

藤本壮介読本 / 藤本壮介 [述] ; 二川幸夫企画・編集. -- エーディーエー・エディタ・トー
キョー, 2011.8.  523.1//F62//7947 11702479475

探査機はやぶさ7年の全軌跡 : 世界初の快挙を成し遂げた研究者たちのドラマ. -- ニュート
ンプレス, 2010.8. -- (NEWTONムック)(ニュートン別冊).  L538.9//TA89//7862 11702478626

東電解体 : 巨大株式会社の終焉 / 奥村宏著. -- 東洋経済新報社, 2011.10.  540.921//O55//7904 11702479046

Sugar : a bittersweet history / Elizabeth Abbott. -- : pbk : uk. -- 1st pbk. ed. --
Duckworth Publishers.

: pbk : uk 588.1//A11//7927 11702479277

ワインの科学 / ジェイミー・グッド著 ; 梶山あゆみ訳. -- 河出書房新社, 2008.6.  588.55//G65//7936 11702479368

ほんとうのワイン : 自然なワイン造りへの回帰 / パトリック・マシューズ著 ; 立花峰夫訳. -- : 新
装版. -- 白水社, 2011.12.

: 新装版 588.55//MA94//7935 11702479350

世界一高いワイン「ジェファーソン・ボトル」の酔えない事情 : 真贋をめぐる大騒動 / ベンジャミ
ン・ウォレス著 ; 佐藤桂訳. -- 早川書房, 2008.9.  588.55//W36//7937 11702479376

文具の流儀 : ロングセラーとなりえた哲学 / 土橋正著. -- 東京書籍, 2011.8.  589.73//TS26//7953 11702479533

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, 2005.12-. -- (ハ
ローキティbox ; [1], 3, [5]). 3 589.77//G34//7972 11702479723

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, 2007.1-. [1] 589.77//G72//7973 11702479731

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 / いんちき番長, 加藤アン
グラ著. -- 社会評論社, 2009.11.  589.77//I54//7974 11702479749

伝統(ベーシック)こそ新しい : オーボンヴュータンのパティシエ魂 / 河田勝彦著. -- 朝日新
聞出版, 2009.11.  596.65//KA98//7949 11702479491

カカオとチョコレートのサイエンス・ロマン : 神の食べ物の不思議 / 佐藤清隆, 古谷野哲夫著.
-- 幸書房, 2011.10.  596.65//SA85//7940 11702479400

職人力! : トシ・ヨロイヅカのパティシエ哲学 / 鎧塚俊彦著. -- 朝日新聞出版, 2011.11.
 596.65//Y84//7939 11702479392

地域を変えるデザイン : コミュニティが元気になる30のアイデア / issue+design project著. --
英治出版, 2011.11.  601.1//I85//8014 11702480143

地球最後の日のための種子 / スーザン・ドウォーキン著 ; 中里京子訳. -- 文藝春秋, 2010.8.
 615.2//D99//7945 11702479459

私の牛がハンバーガーになるまで : 牛肉と食文化をめぐる、ある真実の物語 / ピーター・ロー
ベンハイム著 ; 石井礼子訳. -- 日本教文社, 2004.5.  645.3//L94//7941 11702479418

ダチョウ : 導入と経営・飼い方・利用 / 日本オーストリッチ協議会編. -- 農山漁村文化協会,
2001.2. -- (新特産シリーズ).  646.2//N71//8107 11702481075

小動物臨床のための機能形態学入門 / 浅野隆司, 浅野妃美著. -- 改訂版. -- インター
ズー, 2005.3.  L649.1//A87//8100 11702481000

新編家畜比較解剖図説 / 加藤嘉太郎, 山内昭二共著. -- 上巻, 下巻. -- 養賢堂, 2003. 上巻 649.1//KA86//8078 11702480788
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新編家畜比較解剖図説 / 加藤嘉太郎, 山内昭二共著. -- 上巻, 下巻. -- 養賢堂, 2003. 下巻 649.1//KA86//8079 11702480796

森の芽生えの生態学 / 正木隆編. -- 文一総合出版, 2008.3.  653.17//MA61//8121 11702481216

イノシシを獲る : ワナのかけ方から肉の販売まで / 小寺祐二編著. -- 農山漁村文化協会,
2011.3.  659//KO21//7872 11702478725

科學と趣味から見た金魚の研究 / 松井佳一著. -- 復刻版. -- 成山堂書店, 2006.12.  666.9//MA77//8132 11702481323

チリモン博物誌 / きしわだ自然友の会著. -- 幻戯書房, 2009.6.  667.2//KI58//7885 11702478857

かまぼこの科学 / 岡田稔著. -- 新訂. -- 成山堂書店, 2008.7.  667.5//O38//7870 11702478709

日本のコピーベスト500 / 安藤隆 [ほか] 編・著. -- 宣伝会議, 2011.9.  674//A47//7944 11702479442

パギャル消費 : 女子の7割が隠し持つ「ギャルマインド」研究 / 西井美保子著. -- 日経BP社.  675//N82//7970 11702479707

R3コミュニケーション : 消費者との「協働」による新しいコミュニケーションの可能性 / 恩蔵直人
[ほか] 著. -- 宣伝会議, 2011.8.  675//O68//7959 11702479590

The World Trade Organization : a very short introduction / Amrita Narlikar. -- Oxford
University Press, 2005. -- (Very short introductions ; 135).  678.3//N52//8025 11702480259

パリのメトロ歴史物語 / ピエール=ガブリエル=ロジェ・ミケル著 ; 蔵持不三也訳. -- 原書房,
2011.11.  686.235//MI48//7915 11702479152

Modernism : a very short introduction / Christopher Butler. -- Oxford University Press,
2010. -- (Very short introductions ; 236).  702.07//B96//8037 11702480374

Contemporary art : a very short introduction / Julian Stallabrass. -- : pbk. -- Oxford
University Press, 2006, c2004. -- (Very short introductions ; 146). : pbk 702.07//ST1//8028 11702480283

特集★トラウマティック・エロティクス. -- アトリエサード. -- (トーキングヘッズ叢書 ; No.41).  704//TO43//7965 11702479657

イタリアの記念碑墓地 : その歴史と芸術 / 竹山博英著. -- 言叢社, 2007.6.  712.37//TA68//7911 11702479111

藤子・F・不二雄の世界 : ワンダーライフ・スペシャル. -- 改訂新版. -- 小学館, 2011.12.  726.1//F59//7978 11702479780

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]-[2008.8]. [1] 727//SE17//7948 11702479483

Photographers' gallery press. -- no. 1 - no. 10. -- Photographers' Gallery, 2002.4-. no. 7 748//P56//7979 11702479798

Photographers' gallery press. -- no. 1 - no. 10. -- Photographers' Gallery, 2002.4-. no. 9 748//P56//7980 11702479806

文様博物館 / H.ドルメッチュ原著 ; マール社編集部編. -- マール社, 1995.5. -- (マールカ
ラー文庫 ; 15).  757//D84//8096 11702480960

世界装飾図 / オーギュスト・ラシネ原著 ; マール社編集部編. -- [1], 2. -- マール社,
1994.11-2010.6. -- (マールカラー文庫 ; 2, 19). [1] 757//R11//8094 11702480945

世界装飾図 / オーギュスト・ラシネ原著 ; マール社編集部編. -- [1], 2. -- マール社,
1994.11-2010.6. -- (マールカラー文庫 ; 2, 19). 2 757//R11//8095 11702480952

アンティーク・ドール : 永遠のビスク・ドール. -- 平凡社, 2009.7. -- (別冊太陽).  L759//A49//7962 11702479624

ほんとに動くおもちゃの工作 / 加藤孜著. -- コロナ社, 1999.6. -- (新コロナシリーズ ; 42).  759//KA86//8131 11702481315

人形 : うつし絵・着せかえ・ぬり絵 / 多田敏捷編. -- 京都書院, 1997.4. -- (京都書院アーツ
コレクション ; 21 . 玩具 ; 2 . おもちゃ博物館 ; 2).  759//TA16//7975 11702479756

ファンク : 人物、歴史そしてワンネス / リッキー・ヴィンセント著 ; 宇井千史訳. -- ブルース・イ
ンターアクションズ, 1998.10.  764.7//V75//7969 11702479699

教会音楽ガイド / 越川弘英, 塚本潤一, 水野隆一編. -- 日本キリスト教団出版局, 2010.7.  765//KO85//8008 11702480085

ガンダムグッズ. -- 2011-2012. -- アスキー・メディアワークス. -- (電撃ムックシリーズ). 2011-2012 L778.77//ME18//7963 11702479632

華麗なるフランス競馬 : ロンシャン競馬栄光の日 / 大串久美子著. -- 駿河台出版社,
2011.4.

 788.5//O57//8128 11702481281

サンデーサイレンスの奇跡 / 柴田哲孝著. -- ベストセラーズ, 2008.6.  788.5//SH18//8114 11702481141

競馬の血統学 : サラブレッドの進化と限界 / 吉沢譲治著. -- 日本放送出版協会, 1997.12.  788.5//Y94//8113 11702481133

言語研究のための統計入門 / 石川慎一郎, 前田忠彦, 山崎誠編. -- くろしお出版, 2010.12.  801.019//I76//7987 11702479871

超民族語 / ルイ=ジャン・カルヴェ著 ; 林正寛訳. -- 白水社, 1996.3. -- (文庫クセジュ ;
776).

 801.03//C13//8004 11702480044

社会言語学の方法 / ブリギッテ・シュリーベン=ランゲ著 ; 原聖, 糟谷啓介, 李守訳. -- 新版.
-- 三元社, 1996.6.  801.03//SC4//7990 11702479905

批判的談話分析入門 : クリティカル・ディスコース・アナリシスの方法 / ルート・ヴォダック, ミ
ヒャエル・マイヤー編著 ; 野呂香代子監訳. -- 三元社, 2010.11.  801.03//W82//7988 11702479889

言語意識と社会 : ドイツの視点・日本の視点 / 山下仁, 渡辺学, 高田博行編著. -- 三元社,
2011.2.  801.03//Y44//7989 11702479897
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複言語・複文化主義とは何か : ヨーロッパの理念・状況から日本における受容・文脈化へ / 細
川英雄, 西山教行編. -- くろしお出版, 2010.11. -- (リテラシーズ叢書 ; 1).  802//H94//7991 11702479913

SLA研究入門 : 第二言語の処理・習得研究のすすめ方 / 門田修平著. -- くろしお出版,
2010.8.  807//KA14//7992 11702479921

社会言語学図集 : 日本語・中国語・英語解説 / 真田信治 [ほか] 編. -- 改訂版. -- 秋山書
店, 2010.4.  810.1//SA61//7986 11702479863

蝸牛考 / 柳田国男著. -- 改版. -- 岩波書店, 2009.12. -- (岩波文庫 ; 青(33)-138-7).  818//Y53//8106 11702481067

オスマン語文法読本 / 勝田茂著. -- 大学書林, 2002.11.  829.57//KA87//8084 11702480846

ペルシア語文法入門 / 蒲生礼一著. -- 大学書林, 1983.9.  829.93//G18//8085 11702480853

ドイツ人が日本人によく聞く100の質問 / 永井千鶴子 [ほか] 著. -- 全面改訂版. -- 三修社,
2009.7.

 847.8//N14//7997 11702479970

見て解るイタリア語 : アッベチェダーリオ / ドリアーノ・スリス編著 ; レオナルド・マローネ, ロベ
ルト・ケルキ [著]. -- 増補・改訂版. -- イタリア会館出版部, 2011.10.  870//SU55//7917 11702479178

プリーモ伊和辞典 : 和伊付 / 高田和文 [ほか] 編集. -- 白水社, 2011.4.  873//TA28//7929 11702479293

和伊辞典 / 高橋久著. -- 修訂版. -- イタリア書房, 1989.1.  873//TA33//7930 11702479301

イタリア語文法徹底マスター = Italiano : grammatica completa di lingua Italiana / 堂浦律子
著. -- 駿河台出版社, 2010.6.  875//D89//7916 11702479160

イタリア語文法ハンドブック / 小林惺著. -- 白水社, 2006.9.  875//KO12//7920 11702479202

現代イタリア文法 = Grammatica Italiana / 坂本鉄男著. -- : 新装版. -- 白水社, 2009.12. : 新装版 875//SA32//7932 11702479327

イタリア文解読法 / 小林惺著. -- 大学書林, 2001.3.  877//KO12//7921 11702479210

澁澤龍彦事典 : Encyclopedia Draconia. -- 平凡社, 1996.4. -- (コロナ・ブックス ; 9).  910.268//SH21//7964 11702479640

曾根崎心中 ; 冥途の飛脚 ; 心中天の網島 : 現代語訳付き / 近松門左衛門 [著] ; 諏訪春雄
訳注. -- 角川学芸出版. -- (角川文庫 ; 14588 . 角川ソフィア文庫 ; 51).  912.4//C44//7993 11702479939

近松門左衛門 : 『曾根崎心中』『けいせい反魂香』『国性爺合戦』ほか / 井上勝志編. -- 角川
学芸出版. -- (角川文庫 ; 15853 . ビギナーズ・クラシックス . 日本の古典 ; [A-3-9]).  912.4//I57//7994 11702479947

西鶴と元禄メディア : その戦略と展開 / 中嶋隆著. -- 新版. -- 笠間書院, 2011.11.  913.52//N34//7995 11702479954

春の戴冠 / 辻邦生著. -- 1 - 4. -- 中央公論新社, 2008.4-. -- (中公文庫 ; [つ-3-20], [つ
-3-21], [つ-3-22], [つ-3-23]). 1 913.6//TS41//8071 11702480713

春の戴冠 / 辻邦生著. -- 1 - 4. -- 中央公論新社, 2008.4-. -- (中公文庫 ; [つ-3-20], [つ
-3-21], [つ-3-22], [つ-3-23]). 2 913.6//TS41//8072 11702480721

春の戴冠 / 辻邦生著. -- 1 - 4. -- 中央公論新社, 2008.4-. -- (中公文庫 ; [つ-3-20], [つ
-3-21], [つ-3-22], [つ-3-23]). 3 913.6//TS41//8073 11702480739

春の戴冠 / 辻邦生著. -- 1 - 4. -- 中央公論新社, 2008.4-. -- (中公文庫 ; [つ-3-20], [つ
-3-21], [つ-3-22], [つ-3-23]). 4 913.6//TS41//8074 11702480747

「うま味」を発見した男 : 小説・池田菊苗 / 上山明博著. -- PHP研究所, 2011.6.  913.6//U51//7938 11702479384

珈琲と吟遊詩人 : 不思議な楽器リュートを奏でる / 木村洋平著. -- 社会評論社, 2011.11.  914.6//KI39//7918 11702479186

潜行三千里 / 辻政信著. -- 増補版. -- 毎日ワンズ, 2010.1.  916//TS41//8051 11702480515

図説アラビアンナイト / 西尾哲夫著. -- 河出書房新社, 2004.5. -- (ふくろうの本).  929.763//N86//8090 11702480903

黒い森のグリム : ドイツ的なフォークロア / 大野寿子著. -- 郁文堂, 2008.7.  940.268//O67//8002 11702480028

ペトラルカ研究 / 近藤恒一著. -- 新版. -- 知泉書館, 2010.12.  971//KO73//7931 11702479319

日本の美術館ベスト100ガイド : アートと建築を巡る旅へ!. -- マガジンハウス, 2011.6. --
(Magazine House mook ; extra issue . カーサ ブルータス特別編集).  L706.9//N71//7961 11702479616
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