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図書館運営委員会

新規購入図書
図書名 著者名 出版社名

人体シアターへようこそ! Wicks, Maris 化学同人

人体 Walker, Richard, 1951- 化学同人

世界の民芸 浜田, 庄司, 1894-1978 日本図書センター

世界の民俗衣服 田中, 薫, 1898-1982 日本図書センター

江戸看板図聚 三谷, 一馬, 1912-2005 中央公論新社

独仏「原発」二つの選択 篠田, 航一, 1973- 筑摩書房

憲法と君たち／復刻新装版 佐藤, 功, 1915-2006 時事通信出版局

渋谷の農家 小倉崇 本の雑誌社

げんきな日本論 橋爪, 大三郎, 1948- 講談社

脇坂副署長の長い一日 真保, 裕一, 1961- 集英社

励み場 青山, 文平, 1948- 角川春樹事務所

手のひらの京(みやこ) 綿矢, りさ, 1984- 新潮社

幻の料亭・日本橋「百川」 小泉, 武夫, 1943- 新潮社

はじめてのサイエンス 池上, 彰, 1950- NHK出版

なぜ日本のフランスパンは世界一になったのか 阿古, 真理, 1968- NHK出版

読書と日本人 津野, 海太郎, 1938- 岩波書店

はじめてのエシカル 末吉, 里花 山川出版社

神話で読みとく古代日本 松本, 直樹, 1963- 上代日本文学筑摩書房

正倉院宝物 杉本, 一樹, 1957- 新潮社

ピーターラビットのすべて = All about Peter Rabbit 辻丸, 純一, 1948- 小学館

新規購入図書のお知らせ
　今年度1月1日～1月31日までに受入した図書をお知らせいたします。
図書館閲覧室の「新着図書」・「一般書架」に陳列してありますのでご利用ください。
なお、貸出しの際は、図書館カウンターに申し出てください。



文明開化がやって来た 林, 丈二, 1947- 柏書房

自画像の思想史 = The history of self-portrait 木下, 長宏, 1940- 五柳書院

伊勢屋稲荷に犬の糞 仁科, 邦男, 1948- 草思社

京都紅葉めぐり、雪模様 水野, 克比古, 1941- 小学館

文字を作る仕事 鳥海, 修 晶文社

人びとの戦後経済秘史 東京新聞 岩波書店

植物たちの静かな戦い 藤井, 義晴, 1955- 化学同人

ぼくは明日、昨日のきみとデートする 七月, 隆文, 1976- 宝島社

狂うひと 梯, 久美子, 1961- 新潮社

図説台所の歴史 山口昌伴 日本図書センター

農山漁村生活史調査資料集／第1巻 日本図書センター

農山漁村生活史調査資料集／第2巻 日本図書センター

農山漁村生活史調査資料集／第3巻 日本図書センター

農山漁村生活史調査資料集／第4巻 日本図書センター

農山漁村生活史調査資料集／第5巻 日本図書センター

農山漁村生活史調査資料集／第6巻 日本図書センター

江戸を造った男 伊東, 潤, 1960- 朝日新聞出版

伊勢と出雲　韓神と鉄 岡谷公二 平凡社

料理通異聞 松井, 今朝子, 1953- 幻冬舎

ビッグヒストリー Christian, David, 1946- 明石書店

でん粉製品の知識／改訂増補 高橋, 礼治, 1928- 幸書房

西鋭夫講演録新説・明治維新 西鋭夫 ﾀﾞｲﾚｸﾄ出版株式会社

寄贈図書
図書名 著者名 出版社名

五十万年の死角 伴野, 朗, 1936-2004 講談社

もの食う人びと 辺見, 庸, 1944- 共同通信社



妻たちの思秋期 斎藤, 茂男, 1928-1999 共同通信社

煉獄のなかでⅠ ソルジェニーツィン ﾀｲﾑﾗｲﾌｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

煉獄のなかでⅡ ソルジェニーツイン ﾀｲﾑﾗｲﾌｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

焦茶色のパステル 岡嶋, 二人 講談社

三婆 有吉, 佐和子, 1931-1984 新潮社

岳物語 椎名, 誠, 1944- 集英社

スパイになりたかったスパイ Mikes, George, 1912- 講談社

ソードアート・オンライン = SWORD ART ONliNE／10 (ア
リシゼーション・ランニング)

川原, 礫 ｱｽｷｰ･ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ

ソードアート・オンライン = SWORD ART ONliNE／11 (ア
リシゼーション・ターニング)

川原, 礫 ｱｽｷｰ･ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ

ソードアート・オンライン／12 (アリシゼーション・ライジン
グ)

川原, 礫 ｱｽｷｰ･ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ

はじめての裏技Excel 2003 秀和システム

PowerPoint 2003パーフェクトマスター 秀和システム

Adobe Illustrator CS2マスターブック 毎日ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

Excelでマスターする伝わる企画書グラフの極意 アスキー

還らざる城 眉村, 卓, 1934- 旺文社

けものみち 松本清張 新潮社

醜聞 清水, 一行, 1931-2010, 作家角川書店

阿弥陀堂だより 南木, 佳士, 1951- 文藝春秋

蠅の王 ゴールディング 新潮社

マリコ 柳田, 邦男, 1936- 新潮社

流星ワゴン 重松清 講談社

ステイ・ゴールド 川原, 由美子 角川書店

話を聞かない男、地図が読めない女 Pease, Allan 主婦の友社

夕ごはんたべた? 田辺, 聖子, 1928- 新潮社

母なる凪と父なる時化 辻, 仁成, 1959- 新潮社



男どき女どき 向田, 邦子, 1929-1981 新潮社

白樫の樹の下で 青山, 文平, 1948- 文藝春秋

砂の女／53刷改版 安部, 公房, 1924-1993 新潮社

輝ける闇 開高, 健, 1930-1989 新潮社

月なきみそらの天坊一座 井上, ひさし, 1934-2010 新潮社

くもの糸・トロッコ 芥川, 竜之介, 1892-1927 旺文社

24人のビリー・ミリガン／下 Keyes, Daniel, 1927-2014 早川書房

馬喰八十八伝 井上, ひさし, 1934-2010 朝日新聞社

TUGUMI 吉本, ばなな, 1964- 中央公論社

子子家庭は危機一髪 赤川, 次郎, 1948- 新潮社

坊っちゃん 夏目漱石 旺文社

氷点(上)／続 三浦, 綾子, 1922-1999 角川書店

氷点(下）／続 三浦, 綾子, 1922-1999 角川書店

三屋清左衛門残日録 藤沢, 周平, 1927-1997 文芸春秋

蝉しぐれ 藤沢, 周平, 1927-1997 文芸春秋

北前船始末 築山桂 双葉社

禁書売り 築山, 桂, 1969- 双葉社

7月4日に生まれて Kovic, Ron, 1946- 集英社

十五少年漂流記 波多野完治 新潮文庫

消費者金融 宇都宮, 健児, 1946- 岩波書店

アガサ・クリスティ殺人事件 河野典正 祥伝社

合格ハンドブック理科 医療技術学校受験研究会編実務教育出版

とりたい!!税理士／第5版第2刷 大栄教育システム株式会社 大栄出版

故郷忘じがたく候 司馬遼太郎 文芸春秋

最後の将軍 司馬遼太郎 文芸春秋



夏草の賦／下／新装版 司馬, 遼太郎, 1923-1996 文藝春秋

燃えよ剣／上巻／96刷改版 司馬, 遼太郎, 1923-1996 新潮社

燃えよ剣／下巻／92刷改版 司馬, 遼太郎, 1923-1996 新潮社

一夜官女／改版 司馬, 遼太郎, 1923-1996 中央公論社

梟の城／95刷改版 司馬, 遼太郎, 1923-1996 新潮社

峠／上巻 司馬, 遼太郎, 1923-1996 新潮社

峠／下巻 司馬, 遼太郎, 1923-1996 新潮社

風神の門／上巻／49刷改版 司馬, 遼太郎, 1923-1996 新潮社

風神の門／下巻／48刷改版 司馬, 遼太郎, 1923-1996 新潮社

馬醫版本の研究　資料① 中村, 七三, 1918- 稱徳館

馬醫版本の研究　資料② 中村, 七三, 1918- 稱徳館

馬醫版本の研究　資料③ 中村, 七三, 1918- 稱徳館

馬醫版本の研究　本篇 中村, 七三, 1918- 稱徳館

ホテル・ニューハンプシャー Irving, John, 1942- 新潮社

ホテル・ニューハンプシャー Irving, John, 1942- 新潮社

はやぶさ新八御用帳／1 (大奥の恋人) 平岩, 弓枝, 1932- 講談社

はやぶさ新八御用帳／2 (江戸の海賊) 平岩, 弓枝, 1932- 講談社

パラサイト・イヴ 瀬名, 秀明, 1968- 角川書店

容疑者Xの献身 東野, 圭吾, 1958- 文藝春秋

アルジャーノンに花束を／改訂版 Keyes, Daniel, 1927-2014 早川書房

キッチン 吉本, ばなな, 1964- 福武書店

窓ぎわのトットちゃん 黒柳徹子 講談社

もものかんづめ さくら, ももこ, 1965- 集英社

岳物語／続 椎名, 誠, 1944- 集英社

風が強く吹いている 三浦, しをん, 1976- 新潮社



マディソン郡の橋 Waller, Robert James, 1939-文芸春秋

ビリー・ミリガンと23の棺／上 Keyes, Daniel, 1927-2014 早川書房

悪童日記 Kristof, Agota, 1935-2011 早川書房

ぬいぐるみを檻に入れられて Burch, Jennings Michael 暮しの手帖社

トットチャンネル 黒柳, 徹子, 1933- 新潮社

天の瞳／幼年編 1 灰谷, 健次郎, 1934-2006 新潮社

天の瞳／幼年編 2 灰谷, 健次郎, 1934-2006 新潮社

ダ・ヴィンチ・コード／上 Brown, Dan, 1964- 角川書店

ダ・ヴィンチ・コード／下 Brown, Dan, 1964- 角川書店

家族の横顔 沢地, 久枝, 1930- 講談社

おとなになる旅 沢地, 久枝, 1930- 新潮社


