
２０１１年７月特集展示
「くらべてみよう世界のあれこれ」

書名 著者名 出版者名

162     ﾋ       世界の宗教　 スーザン・タイラー・ヒッチコック 日経ナショナルジオグラフィック社

163     ｼ       世界の不思議なお守り　 進藤　幸彦 平凡社
164     ｼ       知っておきたい世界と日本の神々　 松村　一男 西東社

164     ｾ       世界の神話１０１　 吉田　敦彦 新書館

164     ｾ       世界の天使と悪魔　 藤巻　一保 ナツメ社

206     ｽ       世界の野外博物館　 杉本　尚次 学芸出版社
288     ｶ       世界の国旗と国章大図鑑　 苅安　望 平凡社

288     ｼ       世界の姓名 島村　修治 講談社
288     ｾ       世界王族肖像選　 新人物往来社

290     ｽ       高度１万メートルからの地球絶景　 杉江　弘 講談社

290     ｽ       図説世界地図の意外な読み方 正井　泰夫 青春出版社

290     ｾ       世界の探検家列伝　 ニュートンプレス

290     ｾ       世界の小さな村 ピーピーエス通信社 ピエ・ブックス

290     ﾉ       世界の川を旅する 野田　知佑 世界文化社
290     ﾏ       世界の市場 松岡　絵里 国書刊行会

317     ｻ       世界の警察図鑑　 坂本　明 並木書房

317     ｽ       図表でみる世界の行政改革　 ＯＥＣＤ 明石書店

361     ｱ       英語で比べる「世界の常識」　 足立　恵子 講談社インターナショナル

361     ｵ       笑える！世界の七癖エピソード集　 岡崎　大五 ＰＨＰ研究所

372     ｺ       こんなに違う！世界の国語教科書　 二宮　皓 メディアファクトリー

372     ｾ       世界の歴史教科書　１１カ国の比較研究 石渡　延男 明石書店
372     ﾆ       世界の学校　教育制度から日常の学校風景まで 二宮　皓 学事出版

375     ｾ       世界の子どもの遊び事典　 馬場　桂一郎 明治図書出版

375     ﾊ       世界の子どもの遊び事典　続 馬場　桂一郎 明治図書出版

379     ｺ       国際比較にみる世界の家族と子育て 牧野　カツコ ミネルヴァ書房
383.1   ｲ       世界の衣装をたずねて 市田　ひろみ 淡交社

383.8   ｼ       嗜好品の文化人類学 高田　公理 講談社
383.8   ﾓ       図説世界１００の市場を歩く 森枝　卓士 河出書房新社

383.9   ｾ       世界のおもしろ住宅 松下電工コミュニケーションセンター

383.9   ﾐ       オールカラー世界台所博物館 宮崎　玲子 柏書房

386     ｼ       祝祭　世界の祭り・民族・文化　 芳賀　日出男 クレオ

387     ｵ       魔よけ百科　世界編　呪物のかたちと謎 岡田　保造 丸善

388     ｾ       世界の犬の民話 日本民話の会外国民話研究会 三弥井書店

388     ｾ       世界の猫の民話 日本民話の会外国民話研究会 三弥井書店

388     ｾ       世界の妖怪たち　 日本民話の会外国民話研究会 三弥井書店

388     ｾ       世界の魔女と幽霊　 日本民話の会外国民話研究会 三弥井書店

471     ｾ       世界の食虫植物 食虫植物研究会 誠文堂新光社
480     ｵ       世界の動物園 奥宮　誠次 ランダムハウス講談社

480     ﾄ       捕らぬ狸は皮算用？　世界１４言語動物ことわざワールド 亜細亜大学ことわざ比較研究プロジェクト 白帝社

520     ｷ       奇想遺産　世界のふしぎ建築物語 鈴木　博之 新潮社

520     ｷ       奇想遺産　２　世界のとんでも建築物 新潮社

556     ｱ       世界の砕氷船　 赤井　謙一 交通研究協会

559     ﾄ       図説世界の「最悪」兵器大全 マーティン・Ｊ．ドアティ 原書房

588     ｾ       世界のビール図鑑　 ティム・ハンプソン ネコ・パブリッシング

588     ﾋ       知識ゼロからの世界のワイン入門　 弘兼　憲史 幻冬舎

589     ｹ       傑作文房具１００　 ワールドフォトプレス

589     ﾅ       世界の万年筆 中園　宏 里文出版
596     ｻ       世界のカレー料理　 酒井　美代子 白夜書房

596.2   ﾌ       日本人が知らない世界のすし　 福江　誠 日本経済新聞出版社

596.6   ﾖ       世界のフェスティバル＆スイーツ 吉田　菊次郎 時事通信出版局

646     ﾊ       世界猛禽カタログ　 パンク町田 どうぶつ出版

648     ｳ       世界屠畜紀行 内澤　旬子 解放出版社
673     ｾ       世界のショーウィンドウ１４５　 エクスナレッジ

673     ｾ       世界のフローリスト巡り　 エクスナレッジ

請求記号



書名 著者名 出版者名請求記号

674     ｶ       知的で、イキで、お洒落な世界の広告たち 金子　秀之 研究社

686     ﾐ       世界の駅　世界６５カ国３５０駅の“旅情”　 三浦　幹男 ＪＴＢ
687     ﾁ       ホントにある！！世界のビックリ空港探訪記 チャーリィ古庄 イカロス出版

693     ｲ       世界のキノコ切手 飯沢　耕太郎 プチグラパブリッシング

748     ｼ       世界の窓 ベルンハルト　Ｍ．シュミッド ピエ・ブックス

748     ｼ       世界の橋 ベルンハルト　Ｍ．シュミッド ピエ・ブックス

762     ﾜ       もっと知りたい世界の民族音楽 若林　忠宏 東京堂出版

779     ｶ       世界のコインマジック リチャード・カウフマン 東京堂出版
783.4   ｾ       世界のサッカーマスコット大行進！ 斉藤　健仁 出版芸術社

783.4   ｾ       世界のサッカー応援スタイル サッカー批評編集部 カンゼン

801     ｴ       描こう！世界の古代文字 マール社編集部 マール社

801     ｽ       図説世界の文字とことば　 町田　和彦 河出書房新社

801     ｾ       世界のことば・出会いの表現辞典 石井　米雄 三省堂

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
F1      ｾ       世界の国歌１０１ 陸上自衛隊中央音楽隊　ほか キングレコード


