
 ２０１４年７月特集展示「古今東西摩訶不思議」

請求記号 書名 著者名 出版者名

049ウ 世界不思議百科　総集編 コリン・ウィルソン 青土社

049セ ハローバイバイ・関暁夫の都市伝説　信じるか信じないかはあなた次第 関　暁夫 竹書房

B049テ 不思議図書館　改版 寺山　修司 角川書店

069ウ 図説ヨーロッパ不思議博物館 宇田川　悟 河出書房新社

141エ ビックリするほどよくわかる記憶のふしぎ 榎本　博明 ソフトバンククリエイティブ

141キ 謎解き・人間行動の不思議　感覚・知覚からコミュニケーションまで 北原　義典 講談社

141ヤ 皮膚感覚の不思議　「皮膚」と「心」の身体 山口　創 講談社

145タ 催眠の不思議 多湖　輝 ごま書房

145ハ 不思議発見！アイマジックパズル８２ 馬場　雄二 講談社

146ハ 心の不思議を解き明かす 林　道義 ＰＨＰ研究所

147イ 世界不思議大全　１巻　増補版 泉　保也 学研パブリッシング

147イ 世界不思議大全　２巻　増補版 泉　保也 学研パブリッシング

147ク 図解黒魔術 草野　巧 新紀元社

147ヨ 図説近代魔術 吉村　正和 河出書房新社

163シ 世界の不思議なお守り 進藤　幸彦 平凡社

188オ 死んだらおしまい、ではなかった 大島　祥明 ＰＨＰ研究所

209ア 図説世界の七不思議 ラッセル・アッシュ 東京書籍
209コ 古代遺跡の七不思議　Newtonが選ぶ新・世界の七不思議 ニュートンプレス

210イ 歴史不思議物語　日本史の闇を照射する 井沢　元彦 広済堂出版

222サ 正史三国志英雄奇談 坂口　和澄 角川学芸出版

290ス 図解世界地図と不思議の発見 ロム・インターナショナル 河出書房新社

290セ 世界ふしぎワンダーランドｓｐｏｔ５０ 渋川　育由 河出書房新社

290フ ふしぎの誘惑世界の名景ベスト５０ 渋川　育由 河出書房新社

291ア 「県境」のヒミツ　知られざる日本の不思議百景 秋山　忠右 ＰＨＰ研究所

B291セ 世界一おもしろい！日本地図 日本博識研究所 ベストセラーズ
291ソ 空から見る日本ふしぎ絶景ｓｐｏｔ　５０ 渋川　育由 河出書房新社
291ニ 日本ふしぎワンダーランドｓｐｏｔ５０ 渋川　育由 河出書房新社

291.3チ 千葉県の不思議事典 森田　保 新人物往来社
292シ 世にも不思議なソコトラ島 新開　正 彩図社

302.3フ 不思議フランス　魅惑の謎 藤野　敦子 春風社
317タ ふしぎな１１０番 橘　哲雄 彩図社
319ヨ 世界飛び地大全　不思議な国境線の舞台裏 吉田　一郎（１９６３～ 社会評論社

335.4マ 不思議の国のＭ＆Ａ　世界の常識日本の非常識 牧野　洋 日本経済新聞出版社
336.4ハ 不思議なほど仕事がうまくいく「もう一言」の極意 林　文子（１９４６～ 草思社

376.1ナ なるほど！赤ちゃん学　ここまでわかった赤ちゃんの不思議 玉川大学赤ちゃんラボ 新潮社
376.2シ 学校珍百景　「学校あるある」を問い直す 塩崎　義明 学事出版
383.8コ 世界〈香食〉大博覧会　臭くて美味い不思議な話１００ 小泉　武夫 徳間書店
383.9コ 世界の不思議な家を訪ねて　土の家、石の家、草木の家、水の家 小松　義夫 角川書店
386ス 日帰りで行く関東の祭り 杉岡　幸徳 かんき出版
386ス 日本トンデモ祭　珍祭・奇祭きてれつガイド 杉岡　幸徳 美術出版社
386ス 奇妙な祭り　日本全国〈奇祭・珍祭〉四四選 杉岡　幸徳 角川書店
388オ 江戸城七不思議　江戸・東京山手線の民話 岡崎　柾男 げんごろう
388ク 幻想動物博物館 草野　巧 新紀元社
388サ 怪異・きつね百物語 笹間　良彦 雄山閣出版
388ナ 妖怪を見た人びと 並木　伸一郎 学研
388ユ 幽霊学入門 河合　祥一郎 新書館
388ロ 妖怪バイブル ブレンダ・ローゼン ガイアブックス

402ホ 北極と南極の１００不思議 神沼　克伊 東京書籍
410ラ 数の不思議　魔方陣・ゼロ・ゲマトリア ミランダ・ランディ 創元社
414ホ 三角形の七不思議　単純だけど、奥が深い 細矢　治夫 講談社
421タ 時間の不思議 田井　正博 東京図書
471ワ 葉っぱの不思議な力 鷲谷　いづみ 山と溪谷社
481キ 深海生物ファイル　あなたの知らない暗黒世界の住人たち 北村　雄一 ネコ・パブリッシング
481シ あなたの帰りがわかる犬　人間とペットを結ぶ不思議な力 ルパート・シェルドレイク 工作舎
J481ヨ えっ！？パンダは肉が大好きだった！！ 吉村　卓三 ブックマン社
489ト 動物の不思議 成島　悦雄 ナツメ社

490.4フ だれも知らない不思議な病気 ナンシー・ブッチャー 太陽出版
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491.3シ 人体の不思議 安藤　幸夫 ナツメ社
491.3ト そこが知りたい！人体の不思議 富永　裕久 かんき出版
491.3ホ 睡眠という摩訶不思議な世界の謎を解く 星　作男 シーアンドアール研究所

520キ 奇想遺産　世界のふしぎ建築物語 鈴木　博之 新潮社
520セ 世界遺産建築の不思議 天井　勝海 ナツメ社
537シ 自動車の不思議 自動車技術研究会 ナツメ社
588シ しょうゆの不思議　世界を駆ける調味料 日本醤油協会
645ウ 猫にまつわる不思議な話 宇佐　和通 学研
673ク 少年少女通販広告博覧会 串間　努 河出書房新社
686イ 古地図でたどる鉄道の知恵線路の不思議 井口　悦男 草思社
686ウ 新幹線「徹底追究」謎と不思議 梅原　淳 東京堂出版
686タ 地下鉄の謎と不思議 谷川　一巳 東京堂出版
689ム 帝国ホテルの不思議 村松　友視 日本経済新聞出版社
718ム やさしくわかる仏像入門 向吉　悠睦 ナツメ社
721イ 江戸の判じ絵　これを判じてごろうじろ 岩崎　均史 小学館
725ス だまし絵の描き方入門 杉原　厚吉 誠文堂新光社
726ヌ ぬりえの不思議　心と体の発達に見るその力 尾崎　康子 ぎょうせい

W727ク ３Ｄ不思議アート 久納　ヒロシ 小学館
759ニ 摩訶不思議図鑑　動くおもちゃ・オートマタ西田明夫の世界 西田　明夫 土屋書店
778イ 図説モンスター　映画の空想生物たち 石田　一 河出書房新社
778ト 突撃！モンスター映画１００ 洋泉社
779タ トランプの不思議　現代カード奇術入門 高木　重朗 東京堂出版
798ス アインシュタインの脳パズル　楽しみながら ジェレミー・スタンルーム 三笠書房
820カ 漢語的不思議世界　空巣老人と男人婆 一海　知義 岩波書店
830セ 英語で答えるニッポンの不思議 デイビッド・セイン 中経出版
913イ 西鶴が語る江戸のミステリー　西鶴怪談奇談 〔井原　西鶴 ぺりかん社
914ア 荒俣宏の不思議歩記 荒俣　宏 毎日新聞社
915イ 地中海の不思議な島 巌谷　国士 筑摩書房
915シ 秘密のミャンマー 椎名　誠 小学館
930ス 「不思議の国のアリス」の誕生 ステファニー・ラヴェット・ストッフル 創元社
931キ スナーク狩り ルイス・キャロル 新書館
933キ 不思議の国のアリス ルイス・キャロル メディアファクトリー
933ス 不思議のひと触れ シオドア・スタージョン 河出書房新社
933チ 四人の申し分なき重罪人 Ｇ．Ｋ．チェスタトン 国書刊行会

B933ヘ スリー・パインズ村の不思議な事件 ルイーズ・ペニー ランダムハウス講談社
953ヘ 不器用な愛 エマニュエル・ベルナイム 原書房
BFク 新・日本の七不思議 鯨　統一郎 東京創元社
Fス 彩雨亭鬼談　杉村顕道怪談全集 杉村　顕道 荒蝦夷
Fト 本朝甲冑奇談 東郷　隆 文藝春秋

JFフ 不思議の扉　ありえない恋 川上　弘美 角川書店
BFフ 不思議の足跡 日本推理作家協会 光文社
BFホ ふしぎな夢 星　新一 新潮社
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