
 ２０１９年１０月特集展示「商い」

請求記号 書名 著者名 出版者名

024ア 本屋の新井 新井　見枝香 講談社

024イ すごい古書店　変な図書館 井上　理津子 祥伝社

024オ 気まぐれ古書店紀行　１９９８→２００５ 岡崎　武志 工作舎

B024ノ ミステリーファンのための古書店ガイド 野村　宏平 光文社

024ハ 離島の本屋　２２の島で「本屋」の灯りをともす人たち 朴　順梨 ころから

159ク 商人のための人生読本 倉本　長治 商業界

215ハ 江戸店の明け暮れ 林　玲子 吉川弘文館

219シ 銀座百話 篠田　鉱造 河出書房新社

B289コ コシノ洋装店ものがたり 小篠　綾子 講談社

B289タ 「できません」と云うな　オムロン創業者立石一真 湯谷　昇羊 新潮社

B289マ 松下幸之助夢を育てる 松下　幸之助 日本経済新聞出版社

289.1オ おてんばば女将の祇園昔ばなし 小川　智恵子 草思社

289.1キ 紀伊国屋文左衛門の生涯 山木　育 マネジメント社

289.1ソ あんぽん　孫正義伝 佐野　眞一 小学館

289.1ツ 蔦屋重三郎 鈴木　俊幸 平凡社

289.1ホ 本田宗一郎本伝　飛行機よりも速いクルマを作りたかった男 毛利　甚八 小学館

289.3カ ピエール・カルダン　ファッション・アート・グルメをビジネスにした男 シルヴァナ・ロレンツ 駿河台出版社
289.3ク 長崎グラバー邸父子二代 山口　由美 集英社

289.3ヒ ビゴさんのフランスパン物語 塚本　有紀 晶文社

291.3ト 自由が丘の贈り物　私のお店、私の街 ミシマ社 ミシマ社

291.3ト 入りにくいけど素敵な店 木村　悦子 交通新聞社

291.3ト 東京商店街さんぽ　ＶＯＬ．２　東京２３区城東エリア 秀和システム

291.3ト ぶらっと行きたい！東京商店街ガイド コンパッソ 毎日コミュニケーションズ

291.3ト ザ・商店街さんぽ 交通新聞社

332.1ヒ 小商いのすすめ　「経済成長」から「縮小均衡」の時代へ 平川　克美 ミシマ社
332.1ワ 豪商たちの時代　徳川三百年は「あきんど」が創った 脇本　祐一 日本経済新聞社
335コ 小商いのはじめかた 伊藤　洋志 東京書籍

J335ユ 夢を追いかける起業家たち ギルバート 西村書店
J366シ 百貨店・ショッピングセンターで働く人たち 浅野　恵子 ぺりかん社
383.8ハ 喫茶店の時代　あのときこんな店があった 林　哲夫 編集工房ノア
384ア テキヤはどこからやってくるのか？　露店商いの近現代を辿る 厚　香苗 光文社
B384ミ 江戸商売図絵 三谷　一馬 中央公論新社
B384ミ 明治物売図聚 三谷　一馬 中央公論新社
384ミ いいねぇ～江戸売り声　絵で見る商いの原風景 宮田　章司 素朴社

493.7オ 注文をまちがえる料理店 小国　士朗 あさ出版
523フ 看板建築 藤森　照信 三省堂
526タ お店の解剖図鑑 高橋　哲史 エクスナレッジ
526ハ パリのショーウィンドウ、パリのショップインテリア エクスナレッジ
588ハ 世界の果てまでチョコレート バイヤーみり フェリシモ
588ヤ たねやの心 山本　徳次 毎日新聞社
589ヤ やっと見つけたわたしだけの雑貨店　１７５軒 ギャップ・ジャパン

596.7ホ 本好きさんのための東京コーヒーのお店 ダ・ヴィンチ編集部 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
596.9ク 釜浅商店の「料理道具」案内 熊澤　大介 ＰＨＰ研究所
616ヘ べにや長谷川商店の豆図鑑 べにや長谷川商店 自由国民社
672イ 商人道極意 泉　秀樹 小学館
672オ アメ横の戦後史　カーバイトの灯る闇市から６０年 長田　昭 ベストセラーズ
672キ 図説大江戸おもしろ商売 北嶋　廣敏 学研

672タ 絵で見る江戸の商い 高橋　幹夫 芙蓉書房出版
672ト ＴＯＫＹＯキラリと光る商店街 商店街研究会 同友館
672ミ 商店街はいま必要なのか　「日本型流通」の近現代史 満薗　勇 講談社
673ウ 成城石井はなぜ安くないのに選ばれるのか？ 上阪　徹 あさ出版
673オ 厳選江戸老舗帖 太田　美代 秀和システム
673オ メルカリ　希代のスタートアップ、野心と焦りと挑戦の５年間 奥平　和行 日経ＢＰ社
673オ 百円の男ダイソー矢野博丈 大下　英治 さくら舎
673カ カフェをはじめる人の本 成美堂出版編集部 成美堂出版
673サ コンビニ店長の残酷日記 三宮　貞雄 小学館
673セ 世界のフローリスト巡り エクスナレッジ
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673タ 小さなお店のＹａｈｏｏ！ショッピング出店・運営ガイド 田中　正志 翔泳社
673タ ９０秒にかけた男 高田　明 日本経済新聞出版社
673タ はじめよう！移動販売 滝岡　幸子 同文舘出版
673チ 小さなお店のつくり方　育児しながら起業編 辰巳出版
673ナ 居酒屋チェーン戦国史 中村　芳平 イースト・プレス
673ナ 新宿駅の小さな店ベルクは、なぜいつも満席なのか？ 中山　マコト 現代書林
673ナ 夢をかなえる！ネットショップのやさしい作り方 永峰　英太郎 技術評論社
673ヒ Ｈｉｓｔｏｒｙ暮らしを変えた立役者　戦後流通５人のレジェンド 日経ＭＪ 日本経済新聞出版社
673マ お客さまがお店のことを話したくなる！クチコミ販促３５のスイッチ 眞喜屋　実行 同文舘出版
673マ まちゼミ　さあ、商いを楽しもう！ 松井　洋一郎 商業界
J675ス スーパーの生鮮食品がお店に並ぶまで図鑑 上岡　美保 自由国民社
675マ 昭和レトロ商店街 町田　忍 早川書房
706シ 百貨店の展覧会　昭和のみせもの１９４５－１９８８ 志賀　健二郎 筑摩書房
933セ 書店主フィクリーのものがたり ガブリエル・ゼヴィン 早川書房

B933チ 奇商クラブ Ｇ．Ｋ．チェスタトン 東京創元社
J933ネ ハーレムの闘う本屋　ルイス・ミショーの生涯 ヴォーンダ・ミショー・ネルソン あすなろ書房
J933ハ 靴を売るシンデレラ ジョーン・バウアー 小学館
B933マ 街角の書店　１８の奇妙な物語 Ｆ．ブラウン 東京創元社
BFア 明日町こんぺいとう商店街　招きうさぎと七軒の物語 大島　真寿美 ポプラ社
Fイ 絢爛たる奔流 岩井　三四二 講談社
Fイ おっさんたちの黄昏商店街 池永　陽 潮出版社

BFオ 真夜中のパン屋さん 大沼　紀子 ポプラ社
BFオ 真夜中のパン屋さん　〔２〕 大沼　紀子 ポプラ社
Fオ 伏木商店街の不思議 太田　忠司 河出書房新社
Fカ どこから行っても遠い町 川上　弘美 新潮社
Fカ 宝の山　商い同心お調べ帖 梶　よう子 実業之日本社
Fコ 舶来屋 幸田　真音 新潮社
Fシ ねこ町駅前商店街日々便り 柴田　よしき 祥伝社
Fタ 上流階級　富久丸百貨店外商部 高殿　円 光文社
Fタ 上流階級　富久丸百貨店外商部　２ 高殿　円 光文社
Fタ コーヒーもう一杯 平　安寿子 新潮社

LFネ 高円寺純情商店街　上 ねじめ　正一 埼玉福祉会
LFネ 高円寺純情商店街　下 ねじめ　正一 埼玉福祉会
Fネ 商人 ねじめ　正一 集英社
Fヒ 気骨稜々なり 火坂　雅志 小学館
Fマ ご用命とあらば、ゆりかごからお墓まで　万両百貨店外商部奇譚 真梨　幸子 幻冬舎

K1-67 ありがとう６０周年　フラワーロード商店街　創立６０周年記念誌 吉田　義昭 フラワーロード商店街６０周年記念誌実行委員会
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