
書　　名 編著者名 請求記号
書簡集 （西洋古典叢書） リバニオス [著] ; 田中創訳 080/Ky6/1

書　　名 編著者名 請求記号
歴史意識の芽生えと歴史記述の始まり （世界史リブレット57） 蔀勇造著 209/Se22/57
ヨーロッパとイスラーム世界（世界史リブレット58） 高山博著 209/Se22/58
サハラが結ぶ南北交流（世界史リブレット60） 私市正年著 209/Se22/60
中国史のなかの諸民族（世界史リブレット61） 川本芳昭著 209/Se22/61
オアシス国家とキャラヴァン交易（世界史リブレット62） 荒川正晴著 209/Se22/62
中国の海商と海賊（世界史リブレット63） 松浦章著 209/Se22/63
ヨーロッパからみた太平洋（世界史リブレット64） 山中速人著 209/Se22/64
儀礼と象徴の中世 （ヨーロッパの中世） 池上俊一著 230.4/I33
みんなの空想地図 今和泉隆行著 290.1/I43

書　　名 編著者名 請求記号
変わるエジプト、変わらないエジプト 師岡カリーマ・エルサムニー著 302.42/Mo76
すべてわかる世の中のしくみ 21世紀ビジョンの会編 302/N73
知っていると役に立つ世間話 竹中平蔵著 312.1/Ta64
実践!コミュニティデザイン : 地域を元気にする 林まゆみ編 ; 延藤安弘 [ほか] 著 318.8/H48
みんなの経営学 : 使える実戦教養講座 佐々木圭吾著 335.1/Sa75
「君に任せよう」と思われるビジネスマナー大全 ストラテジックマナー協会著 336.49/Su84
社会人として知っておきたい文書&メール基本の「き」 神谷洋平著 336.5/Ka39
日本人はなぜ存在するか 與那覇潤著 361.42/Y82
ことばにできない想いを伝える マイルズ・L・パターソン著 361.45/P27
構造変化の中での雇用・人材と働き方 （労働経済白書2013） 厚生労働省編 366.021/Ko95/2013

一流を育てる : 秋山木工の「職人心得」 秋山利輝著 366.8/A38
音楽大学・短大・高校音楽科入試問題集 堀内久美雄編 376.8/O65/2012

書　　名 編著者名 請求記号
鳥の絶滅危惧種図鑑 マーティン・ウォルター著 ; 山階鳥類研究所翻訳 488.038/W37
あずきバーはなぜ堅い? : おいしい雑学200 おいしい雑学研究会編 498.51/O33

書　　名 編著者名 請求記号
プロダクトデザインのためのスケッチワーク 増成和敏著 ; オーム社開発局企画編集 501.83/Ma68
ゲームはこうしてできている : クリエイターの仕事と企画術 岸本好弘著 589.77/Ki58
かわいいかたちのポンポンづくり ポンポンズ著 594.9/P79

０．総記（コンピュータ関係資料、図書館、書評本などもここ）

２．歴史・地理・地誌・紀行

３．社会科学（政治・法律・経済・社会・教育や風俗や民族）

４．自然科学（数学、理学、医学、天文学、生物など）

５．工業工学・生活科学（技術、工学、建築や乗り物、原発、Web関係、食品、衣服や料理の本）

１２ 月 の 新 着 図 書 
※ 資格・検定コーナー・14歳の世渡り術の本は、それぞれのコーナーに配架されています 

※ 『ゴーストハント5～7』は選書ツアーコーナーに配架されています。 



書　　名 編著者名 請求記号
イギリスに学ぶ商店街再生計画 : 「シャッター通り」を変えるためのヒント 足立基浩著 673.7/A16
DM特集（デザイントレンドアーカイブ2） 674.3/D64/2
ADC年鑑 2013 東京アートディレクターズクラブ編集 674.3/To46/2013
デザインは、呼吸する （ADC年鑑2013） 674.3/To46/2013
ビジュアルとキャッチで魅せるPOPの見本帳 川俣綾加著 674.53/Ka95
観光経営学 岡本伸之編著 689/O42

書　　名 編著者名 請求記号
アートの地殻変動 : 大転換期、日本の「美術・文化・社会」 北川フラム著 704/Ki63
記憶と忘却 ： 西洋美術研究 『西洋美術研究』編集委員会編 705/Se19/17
第87回 国展 : 写真部作品集 2013 706/Ko47/2013
第87回 国展 : 工芸部 2013 706/Ko47/2013
第87回 国展 : 国画会彫刻部 2013 大成浩 [ほか] 編 706/Ko47/2013
第87回 国展 : 国画会版画部 2013 706/Ko47/2013
第87回 国展 : 絵画部 2013 706/Ko47/2013
クリムト作品集 クリムト [画] ; 千足伸行著 723.346/Kl6
動物デッサンの基本 宮永美知代著 725/Mi79
やなせたかし大全 : Takashi Yanase on stage やなせたかし 726/Y56
怪傑アンパンマン : 熱血メルヘン （やなせたかし大全） やなせたかし作・絵 726/Y56
スタイル別ロゴデザイン Pie Books編集・制作 727.8/P61
ハッとする!折り紙入門 布施知子著 754.9/F96
アンリ・バルダ神秘のピアニスト 青柳いづみこ著 762.35/B21
世界でいちばん貧しくて美しいオーケストラ : エル・システマの奇跡 トリシア・タンストール著 ; 原賀真紀子訳 762.613/Tu5
エリック宮城のBRASSテクニック・ガイド [エリック宮城著] 763.63/E67
オペレッタ ジャック・ルシューズ著 ; 岡田朋子訳 766.2/R75
活字アイドル論 : アイドルとは物語の「発見」と「連鎖」である 小島和宏著 767.8/Ko39
アイドル帝国ジャニーズ50年の光芒 小菅宏著 767.8/Ko89
映画記号論入門 ロバート・スタム, ロバート・バーゴイン, サンディ・フリッタマン=ルイス著 ; 丸山修 [ほか] 訳778.01/St1

書　　名 編著者名 請求記号
イメージと意味の本 : 記号を読み解くトレーニングブック ショーン・ホール著 ; 前田茂訳 801/H21
辞書の仕事 増井元著 813.1/Ma67
流行語大賞30周年 : 受賞語で振り返る30年の世相と日本人 813.7/J55/2014
天声人語 : 英文対照 朝日新聞論説委員室編 ; 英文朝日訳 837.5/A82/174
どんどん話すための瞬間英作文トレーニング 森沢洋介著 837.8/Mo63

書　　名 編著者名 請求記号
クリエイターのためのストーリーの作り方 Story-Making Production著 901.27/St7
孤島の鬼 江戸川乱歩著 913.6/E24
ユニコーン : ジョルジュ・サンドの遺言 原田マハ著 913.6/H32
Memory 本多孝好著 913.6/H84
魂の行方 （心霊探偵八雲7） 神永学著 913.6/Ka37/7
失われた魂 （心霊探偵八雲8） 神永学著 913.6/Ka37/8
救いの魂 （心霊探偵八雲9） 神永学著 913.6/Ka37/9
雀蜂 貴志祐介[著] 913.6/Ki56
妖怪アパートの幽雅な日常 9 香月日輪 [著] 913.6/Ko99/9
まほろ駅前狂騒曲 三浦しをん著 913.6/Mi67
彼女がその名を知らない鳥たち 沼田まほかる[著] 913.6/N99
鮮血の迷宮 (ゴーストハント5) 小野不由美 [著] 913.6/O67/5
海からくるもの (ゴーストハント6) 小野不由美 [著] 913.6/O67/6
扉を開けて (ゴーストハント7) 小野不由美著 913.6/O67/7
午前3時の眠り姫 （真夜中のパン屋さん4） 大沼紀子 [著] 913.6/O68/4
はかぼんさん : 空蝉風土記 さだまさし著 913.6/So13
スウィート・ヒアアフター よしもとばなな [著] 913.6/Y91
23分間の奇跡 ジェームズ・クラベル著 ; 青島幸男訳 933.7/C76

８．言  語

９．文  学

６．産業（農林水産、商業[広告など商業デザイン関係含む]、運輸、通信）

７．美術・音楽・伝統芸能、映画、テレビ、アニメ、スポーツなど



書　　名 編著者名 請求記号
「見た目が9割」内定術 竹内一郎著 377.9/Ta67

資格・検定コーナー

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 


