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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
一般 ときを紡ぐ 上 小澤 俊夫∥著 小澤昔ばな

し研究所 2017.5
一般 ガンディーとチャーチル 上 アーサー  ハーマン∥著 白水社 2018.7
一般 小中高・不登校生の居場所探し 2018～

2019年版 学びリンク 2018.1
一般 市町村議員のためのよくわかる地方債 中央文化社 2017.1
一般 珪藻観察図鑑 南雲 保∥共著 誠文堂新光 2018.7
一般 江戸からくり 巻4 原 克文∥著 ブイツーソ

リューショ 2018.4
一般 聖遺物崇敬の心性史 秋山 聰∥[著] 講談社 2018.1
一般 大名家の秘密 氏家 幹人∥著 草思社 2018.9
一般 魔女・怪物・天変地異 黒川 正剛∥著 筑摩書房 2018.8
一般 岩瀬忠震 小野寺 龍太∥著 ミネルヴァ

書房 2018.1
一般 ライシテから読む現代フランス 伊達 聖伸∥著 岩波書店 2018.3
一般 国際政治史 小川 浩之∥著 有斐閣 2018.4
一般 ベラスケスのキリスト ミゲール  デ  ウナムーノ

∥著
法政大学出

版局 2018.4
一般 日本人は先祖をどう祀ってきたか 武光 誠∥著 河出書房新 2018.6
一般 宣教のヨーロッパ 佐藤 彰一∥著 中央公論新 2018.1
一般 少年写真家の見た明治日本 ミヒャエル  モーザー∥ 勉誠出版 2018.6
一般 ウィリアム・メレル・ヴォーリズの建築 山形 政昭∥著 創元社 2018.8
一般 童謡の百年 井手口 彰典∥著 筑摩書房 2018.2
一般 FASHION マーニー  フォッグ∥責任

編集 東京堂出版 2016.2

一般 鋳物 中江 秀雄∥著 法政大学出
版局 2018.1

一般 明治日本の産業革命遺産・強制労働 竹内 康人∥著 社会評論社 2018.5
一般 海藻王国 鈴木 克也∥ほか著 日本地域社

会研究所 2018.1

一般 ペルペトゥアの殉教 ジョイス  E.ソールズベリ
∥著 白水社 2018.8

一般 三池藩<下手渡藩> 林 洋海∥著 現代書館 2018.6
一般 萱 柳沢 直∥著 農山漁村文

化協会 2018.8
一般 太鼓の文化誌 山本 宏子∥著 青弓社 2017.1
一般 イエズス会の歴史 下 ウィリアム  バンガート∥ 中央公論新 2018.9
一般 イエズス会の歴史 上 ウィリアム  バンガート∥ 中央公論新 2018.9
一般 関西弁事典 真田 信治∥監修 ひつじ書房 2018.3
一般 江戸近世暦 日外アソシエーツ株式会

社∥編集
日外アソシ

エーツ 2018.7

一般 もっと音楽が好きになる上達の基本サク
ソフォーン 平野 公崇∥著 音楽之友社 2018.1

一般 もっと音楽が好きになる上達の基本トラ
ンペット 高橋 敦∥著 音楽之友社 2018.1

一般 ふたつのオリンピック ロバート  ホワイティン
グ∥著

KADOKAW
A 2018.9

一般 ガンディーとチャーチル 下 アーサー  ハーマン∥著 白水社 2018.9
一般 シビックテック 稲継 裕昭∥編著 勁草書房 2018.7
一般 大隈重信自叙伝 大隈 重信∥[著] 岩波書店 2018.3
一般 神をまつる神社建築 山田 岳晴∥著 弘文堂 2018.6
一般 飼う 慶應義塾大学教養研究セ

ンター∥編
慶應義塾大
学出版会 2018.7
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一般 エドモンド・モレル 林田 治男∥著 ミネルヴァ

書房 2018.8
一般 デザインの作法 松田 行正∥著 平凡社 2018.3
一般 村岡典嗣 水野 雄司∥著 ミネルヴァ

書房 2018.1

一般 売薬と受診の社会史 新村 拓∥著 法政大学出
版局 2018.9

一般 大学生・エンジニアのための関数電卓活
用ガイド 遠藤 雅守∥著 森北出版 2018.9

一般 絵双六 桝田 静代∥著 京阪奈情報
教育出版 2018.9

一般 世界の空港事典 岩見 宣治∥編著 成山堂書店 2018.9

一般 お多福 加藤 エイミー∥著
チャール

ズ・イー・
タトル出版

2014.7

一般 ここからスタート物理学 為近 和彦∥著 裳華房 2018.1
一般 中国服飾史図鑑 第1巻 黄 能馥∥編著 科学出版社

東京 2018.1
一般 地域が育てる科学の芽 藤嶋 昭∥監修 学研プラス 2018.1
一般 ときを紡ぐ 下 小澤 俊夫∥著 小澤昔ばな

し研究所 2018.1
一般 世界の中の日本地図 ジェイソン  C.ハバード∥ 柏書房 2018.4
一般 驚異の再生医療 上田 実∥著 扶桑社 2019.1
一般 ポストハーベスト工学事典 農業食料工学会∥編 朝倉書店 2019.1
一般 アメーバのはなし 永宗 喜三郎∥編 朝倉書店 2018.9

一般 社長、商標登録はお済みですか? 2 平野 泰弘∥著
ダイヤモン
ド・ビジネ

ス企画
2018.3

一般 もっと音楽が好きになる上達の基本コン
トラバス 前田 芳彰∥著 音楽之友社 2019.2

一般 もっと音楽が好きになる上達の基本トロ
ンボーン 桑田 晃∥著 音楽之友社 2019.2

一般 アルシノエ二世 エリザベス  ドネリー
カーニー∥著 白水社 2019.1

一般 情報爆発 アン  ブレア∥著 中央公論新 2018.8
一般 もっと音楽が好きになる上達の基本オー

ボエ 大島 弥州夫∥著 音楽之友社 2019.2
一般 祭祀習俗事典 柳田 国男∥著 河出書房新 2018.9
一般 仮面の道 クロード  レヴィ=スト

ロース∥著 筑摩書房 2018.1
一般 総選挙はこのようにして始まった 稲田 雅洋∥著 有志舎 2018.1
一般 ならず者たちのギャラリー フィリップ  フック∥著 フィルム

アート社 2018.8
一般 赤の歴史文化図鑑 ミシェル  パストゥロー∥ 原書房 2018.1
一般 世界遺産を問い直す 吉田 正人∥著 山と溪谷社 2018.8
一般 カメムシ博士入門 安永 智秀∥著 全国農村教

育協会 2018.9
一般 乙女たちが愛した抒情画家蕗谷虹児 鈴木 義昭∥著 新評論 2018.9
一般 紙が語る幕末出版史 白戸 満喜子∥[著] 文学通信 2018.1
一般 宇宙はどこまでわかっているのか 小谷 太郎∥著 幻冬舎 2019.1
一般 博物図譜 荒俣 宏∥特別監修 朝倉書店 2018.1
一般 少年間諜(スパイ)X13号 山本 周五郎∥著 新潮社 2019.1
一般 芭蕉の正統を継ぎしもの 中森 康之∥著 ぺりかん社 2018.2
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