
篠崎図書館 ２０１９年１２月特集展示「今日にちなんだ本　３６５日」

請求記号 書名 著者名 出版者名

019ア 子どもを本嫌いにしない本 赤木　かん子 大修館書店

019ホ 本なんて！ キノブックス編集部 キノブックス

022マ 古書泥棒という職業の男たち トラヴィス・マクデード 原書房

040イ 後世に伝える言葉 井上　一馬 小学館

141マ 人を動かす「色」の科学 松本　英恵 ＳＢクリエイティブ

175ト ありがたい神社の歩き方、神様の見つけ方 戸部　民夫 芸術新聞社

188シ 私訳歎異抄 〔親鸞 東京書籍

188マ ヘタな人生論より一休のことば 松本　市壽 河出書房新社

213ヤ 地図と写真から見える！古事記・日本書紀 山本　明 西東社

217サ 東京空襲下の生活日録 早乙女　勝元 東京新聞

289.1ヒ 本草学者平賀源内 土井　康弘 講談社

290ホ 冒険・探検の世界 尾澤　和幸 日経ナショナルジオグラフィック社

291コ 山と高原 小林　百合子 パイインターナショナル

291.3ト 東京モノレールガイドブック 高橋　美江 芸術新聞社

302.2サ ９．１１後の現代史 酒井　啓子 講談社

316ヘ 娘に語る人種差別　新版 タハール・ベン・ジェルーン 青土社

317イ 元警察署長が教えるお巡りさんの上手な使い方 石橋　吾朗 双葉社
319.3イ 池上彰のそこが知りたい！ロシア 池上　彰 徳間書店

324.7オ いますぐ遺言書を書きなさい 大瀧　靖峰 マイナビ出版

336.1ワ わかりすぎる情報セキュリティの教科書 ＳＣＣ教育事業推進本部セキュリティ教育部 エスシーシー

361.4シ 人を助けるとはどういうことか エドガー・Ｈ．シャイン 英治出版

365タ あなたはこうしてだまされる 多田　文明 産経新聞出版

366.3ハ パパとママの育児戦略 ファザーリング・ジャパン ｒｅｐｉｃｂｏｏｋ

B367ウ おやじがき 内澤　旬子 講談社

369.3タ 世界の難民をたすける３０の方法 滝澤　三郎 合同出版
369.3モ 「つなみ」の子どもたち 森　健 文藝春秋
377ノ ノーベル賞１１７年の記録 ノーベル賞の記録編集委員会 山川出版社
379キ きれいな心となんでもできる手 ガールスカウト日本連盟 ＰＨＰ研究所
383.1タ きものの花咲くころ 田中　敦子 主婦の友社
383.8ス ハンバーガーの歴史 アンドルー・Ｆ．スミス ブルース・インターアクションズ

385.9ハ はじめてのふろしき 久保村　正高 主婦の友社
386ハ 鯉のぼり図鑑 林　直輝 小学館
386フ 雛まつり　親から子に伝える思い 福田　東久 近代映画社
388サ 鬼ともののけの文化史 笹間　良彦 遊子館

402ニ 南極楽園 西村　淳 エムジー・コーポレーション

406ミ 見る目が変わる博物館の楽しみ方 矢野　興一 ベレ出版
410ヤ 面白くて仕事に役立つ数学 柳谷　晃 ＳＢクリエイティブ
427イ 通読できてよくわかる電気のしくみ 井上　伸雄 ベレ出版
448マ 地図学の聖地を訪ねて 松山　洋 二宮書店
451カ こんなに凄かった！伝説の「あの日」の天気 金子　大輔 自由国民社
452ヨ 海の本 吉野　雄輔 角川書店
453タ 日本の火山図鑑 高橋　正樹 誠文堂新光社
453マ 知るほどハマル！温泉の科学 松田　忠徳 技術評論社
457シ 知られざる恐竜王国！！ ＮＨＫ『ダーウィンが来た！』 講談社
468ウ 海の環境１００の危機 東京大学海洋研究所ＤＯＢＩＳ編集委員会 東京書籍
480コ 物語上野動物園の歴史 小宮　輝之 中央公論新社
483ナ サンゴとサンゴ礁のビジュアルサイエンス 中村　庸夫 誠文堂新光社

486カ ファーブル驚異の博物学図鑑 イヴ・カンブフォール エクスナレッジ
487ア シーラカンスの謎 安部　義孝 誠文堂新光社
B498イ 石巻赤十字病院の１００日間　増補版 石巻赤十字病院 小学館
J519ウ 地球環境問題がよくわかる本 浦野　紘平 オーム社
536ミ 特殊仕様車両「食堂車」 三宅　俊彦 講談社
537ハ はじめてのバイク スタジオタッククリエイティブ

538タ 魂を熱くさせる宇宙飛行士１００の言葉 高井　次郎 彩図社
564ナ 人はどのように鉄を作ってきたか 永田　和宏 講談社
575サ 花火のふしぎ 冴木　一馬 ソフトバンククリエイティブ

578イ ゴムはなぜ伸びる？ 伊藤　眞義 オーム社

581カ 鍵開けマニュアル　第５版 鍵と錠の研究会 データハウス
588カ チョコレートの手引 蕪木　祐介 雷鳥社
588ハ 未開封の包装史 林　健男 ダイヤモンド・ビジネス企画

594テ 手づくりの日傘 雄鷄社
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596.3カ おにぎり　４７都道府県のおにぎりと、米文化のはなし。 川越　晃子 グラフィック社
596.4ウ 駅弁読本 上杉　剛嗣 〓出版社
596.6タ アンパンブック Ｒｉｅ　Ｔａｋａｈａｓｈｉ アップオン
596.6ニ 人気店に教わる極上かき氷 〓出版社
596.6ヤ ジェラート、アイスクリーム、シャーベット 柳瀬　久美子 主婦の友社
619オ お抹茶のすべて 桑原　秀樹 誠文堂新光社
619ヨ だから「さぬきうどん」は旨い 吉原　良一 旭屋出版
619ヨ 納豆の起源 横山　智 ＮＨＫ出版
626ニ まるごとわかるイチゴ 西澤　隆 誠文堂新光社
626ヤ 野菜塾 日本ベジタブル＆フルーツマイスター協会 技術評論社
646ロ ハチミツの歴史 ルーシー・Ｍ．ロング 原書房
666ミ カメが好き！　かめ亀ＫＡＭＥ図鑑 みのじ ブルース・インターアクションズ

673ウ カラオケ秘史 烏賀陽　弘道 新潮社
B674ケ 傑作！広告コピー５１６ メガミックス 文藝春秋
681コ 高齢ドライバー 所　正文 文藝春秋

H683シ 船と船乗りの物語 城島　明彦 生活情報センター
685ヤ 東京タクシー運転手 矢貫　隆 文藝春秋
693テ 手紙のある暮らし マイナビ
699コ 「きょうの料理」のヒミツ 後藤　繁榮 平凡社
709キ 危機遺産からのＳＯＳ ＮＨＫ「世界遺産」プロジェクト 日本放送出版協会
723ク もっと知りたい岸田劉生 蔵屋　美香 東京美術
726ア バカボンのパパよりバカなパパ 赤塚　りえ子 徳間書店
726ミ 本日の水木サン 水木　しげる 草思社
751ヤ 江戸切子　その流れを支えた人と技 山口　勝旦 里文出版
760ア クラシックの名曲１０１ 安芸　光男 新書館
763ヤ バイエルの謎 安田　寛 音楽之友社
778キ 創造の狂気ウォルト・ディズニー ニール・ゲイブラー ダイヤモンド社
779ヒ 図説・日本の手品 平岩　白風 青蛙房

J780ハ 話したくなるオリンピックの歴史 コンデックス情報研究所 清水書院
783.7モ 高校野球熱闘の１００年 森岡　浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
784ユ 雪遊び達人ブック 雪遊び達人倶楽部 いかだ社
784ヨ 自然を楽しむ歩くスキーハイキング 吉原　宜克 本の泉社
785シ なぜ人間は泳ぐのか？ リン・シェール 太田出版
788タ 写真集・門外不出！力道山 田中　和章 集英社
793マ ミニ枯山水の世界 枡野　俊明 家の光協会
801エ 翻訳百景 越前　敏弥 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
901ス 世界のエイプリルフール・ジョーク集 鈴木　拓也 中央公論新社
910ナ 知っているようで知らない夏目漱石 出口　汪 講談社
910ヤ 山崎豊子スペシャル・ガイドブック 林　真理子 新潮社
B911ナ 汚れつちまつた悲しみに……　中原中也詩集 中原　中也 集英社
911.5キ かへろが鳴くからかぁへろ 北原　白秋 童話屋
B914ヨ 超恋愛論 吉本　隆明 大和書房
915イ ニッポン旅みやげ 池内　紀 青土社
915ツ 若き日の友情 辻　邦生 新潮社
916ア 朝、目覚めると、戦争が始まっていました 方丈社編集部 方丈社
933キ 赤い手袋の奇跡 カレン・キングズベリー 集英社
B933フ ウィンブルドン ラッセル・ブラッドン 東京創元社
B933ホ ポオ小説全集　１ エドガー・アラン・ポオ 東京創元社
H949フ アンネの日記　完全版 アンネ・フランク 文芸春秋
949ム ムーミン童話の世界事典 渡部　翠 講談社
Fア 宝くじが当たったら 安藤　祐介 講談社
Fイ おばけずき　鏡花怪異小品集 泉　鏡花 平凡社

JFキ 給食アンサンブル 如月　かずさ 光村図書出版
Fク クリスマス・ストーリーズ 大崎　善生 角川書店
Fケ 決戦！新選組 葉室　麟 講談社
BFシ 城の崎にて・小僧の神様　改版 志賀　直哉 角川書店
BFシ 死の棘　改版 島尾　敏雄 新潮社
BFヒ 樋口一葉　１８７２－１８９６ 樋口　一葉 筑摩書房
BFミ 金閣寺　改版 三島　由紀夫 新潮社


