
 ２０１４年10月特集展示「篠崎ブックカフェ」

請求記号 書名 著者名 出版者名
019イ 伊藤まさこの雑食よみ　日々、是、一冊。 伊藤　まさこ メディアファクトリー
019オ おじいさんがかぶをうえました　月刊絵本「こどものとも」５０年の歩み 福音館書店
019ホ ぼくの宝物絵本 穂村　弘 白泉社
022オ 製本探索 大貫　伸樹 印刷学会出版部
022セ 世界の美しい本　世界で最も美しい本コンクール入選作品コレクション グラフィック社編集部 グラフィック社

W024セ 世界の夢の本屋さん エクスナレッジ
024ト ＴＯＫＹＯ　ＢＯＯＫ　ＳＣＥＮＥ　読書体験をシェアする。新しい本の楽しみ方ガイド 玄光社
024フ 痕跡本のすすめ 古沢　和宏 太田出版
B049ミ いやげ物 みうら　じゅん 筑摩書房
051オ 乙女のロマンス手帖 堀江　あき子 河出書房新社
051テ 雑誌倶楽部 出久根　達郎 実業之日本社
104ハ １００の思考実験　あなたはどこまで考えら ジュリアン・バジーニ 紀伊國屋書店
290ア あの恋愛映画の絶景ロケ地を見る アフロ 新人物往来社
290イ いつかは行きたい一生に一度だけの旅ＢＥＳＴ５００ イアン・アレクサンダー 日経ナショナルジオグラフィック社

291.3ト 東京右半分 都築　響一 筑摩書房
291.3ト 子どもとトコトコしあわせ東京散歩 ｔｕｔｔｏ ポプラ社
383.5シ ナチュラル・ファッション　自然を纏うアフリカ民族写真集 ハンス・シルヴェスター ＤＵ　ＢＯＯＫＳ
383.9シ 集落が育てる設計図 ＬＩＸＩＬ出版
384オ 秘密基地の作り方 尾方　孝弘 飛鳥新社
B385ク クマのプーさんエチケット・ブック Ａ．Ａ．ミルン 筑摩書房
B460ア 図鑑の博物誌　増補版 荒俣　宏 集英社
471シ 種子のデザイン　旅するかたち 岡本　素治 ＩＮＡＸ出版
474カ 考えるキノコ　摩訶不思議ワールド 佐久間　大輔 ＩＮＡＸ出版

490.9セ 戦国時代のハラノムシ　『針聞書』のゆかいな病魔たち 長野　仁 国書刊行会
B491シ 毒薬の手帖 渋沢　竜彦 河出書房新社
518イ デザインマンホール１００選 池上　修 アットワークス
520ケ けんちく体操 米山　勇 エクスナレッジ
523イ いいビルの写真集 ＢＭＣ パイインターナショナル

526セ 世界の美しい空港 宝島社
527イ ほぼ１円の家　中古住宅ともったいないＤＩＹ術 石倉　ヒロユキ 日本放送出版協会
528ク 世界の変なトイレ モーナ・Ｅ．グレゴリー エクスナレッジ
589ツ ＴＷＩＧＧＹ　ｐｅｒｆｅｃｔ　ｓｔｙｌｅ　ｏｆ　ＴＷＩＧＧＹ マーブルトロン
589ハ ＳＡＶＩＬＥ　ＲＯＷ 長谷川　喜美 万来舎
589フ ＦＥＭＭＥ　ＦＡＴＡＬＥ　ｐｅｒｆｅｃｔ　ｓｔｙｌｅ　ｏｆ　Ｍｏｎ　Ａｍｏｕｒ マーブルブックス メディアパル
589ラ Ｌｏｖｅ！ＢＲＩＧＩＴＴＥ　ＢＡＲＤＯＴ マーブルブックス メディアパル

B596イ 料理の絵本　完全版 石井　好子 文藝春秋
B596ク シャーロック・ホームズ家の料理読本 ファニー・クラドック 朝日新聞出版
B596モ 貧乏サヴァラン 森　茉莉 筑摩書房
596.7オ 男のカフェ　男が行きたくなるカフェへご案 グラフィス
596.7コ 極上のクラフトビールが飲める１２０店 エンターブレイン
597ト 素敵な蔵書と本棚 ダミアン・トンプソン ガイアブックス
601ミ ゆるキャラ大図鑑 みうら　じゅん 扶桑社

B645ネ 猫　クラフト・エヴィング商會プレゼンツ クラフト・エヴィング商會 中央公論新社
702エ 美の歴史 ウンベルト・エーコ 東洋書林
702テ テーマ別世界神話イメージ大百科 クリストファー・デル 東洋書林
704ア アラマタ美術誌 荒俣　宏 新書館
708サ 錯視芸術の巨匠たち　世界のだまし絵作家２ アル・セッケル 創元社
710セ 世界の彫刻１０００の偉業 ジョゼフ・マンカ 二玄社
721メ 名画日本史　１巻 朝日新聞日曜版「名画日本史」取材班 朝日新聞社
726ウ 上田毅八郎の箱絵アート集　戦艦大和から零戦まで 上田　毅八郎 草思社
726タ 竹久夢二名品１００選 竹久　夢二 東方出版
726ヨ ドラえもん学 横山　泰行 ＰＨＰ研究所
727セ 世界のダイアグラムコレクション ピエ・ブックス
727ホ 堀内誠一　旅と絵本とデザインと コロナ・ブックス編集部 平凡社
740モ 写真集　誰かに贈りたくなる１０８冊 森岡　督行 平凡社
740ル ロバート・キャパ ベルナール・ルブラン 原書房
748セ 世界の絶景の家 エクスナレッジ
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749マ 本を読む人のための書体入門 正木　香子 星海社
751ア アンティーク・カップ＆ソウサー 和田　泰志 講談社
753テ テキスタイル・デザイン１０００　布アート、キルト、衣服に使えるアイデア集 サンドラ・サラモニー グラフィック社
757ウ ヨーロッパの装飾と文様 海野　弘 パイインターナショナル

757オ ＳＫＥＴＣＨＢＯＯＫ　世界的な有名デザイナーたちのアイデア・スケッチ ティモシー・オドネル グラフィック社
758ホ 本棚の本 アレックス・ジョンソン グラフィック社
759ヌ マトリョーシカ大図鑑 沼田　元氣 二見書房
763ア 音楽名曲絵画館　ブルーアイランド氏のピアノ名曲の旅 青島　広志 ショパン
764ク 後世へのちょっとした遺産　モダン・ジャズ黄金期〜１９５０年代のジャズ・ジャケット絵本 黒洲　太郎 松坂

W764サ ザ・ベスト・オブ・ザ・ビートルズ・ブック ジョニー・ディーン リットーミュージック
764ト 東京ジャズ地図 交通新聞社
764リ ビートルズへの旅 リリー・フランキー 新潮社

B778シ 澁澤龍彦映画論集成 澁澤　龍彦 河出書房新社
778フ 外国映画ぼくのベストテン５０年　オール写 双葉　十三郎 近代映画社
798オ 大人のひらめきマッチ棒クイズ大全集 和田　秀樹 実業之日本社
798ス 判断力を高める推理パズル　キャリア官僚試 鈴木　清士 講談社
B816ミ 文章読本　改版 三島　由紀夫 中央公論社
901ホ 詩の原理 エドガア・アラン・ポオ 弥生書房
908シ 新編バベルの図書館　２　イギリス編 Ｊ．Ｌ．ボルヘス 国書刊行会
908ヒ 百年文庫　１４　本 ポプラ社

B910エ 大槻ケンヂが語る江戸川乱歩 大槻　ケンヂ 角川書店
B910テ 美輪明宏が語る寺山修司 寺山　修司 角川書店
910ム 村上春樹読める比喩事典 芳川　泰久 ミネルヴァ書房

911.1サ ひとさらい　笹井宏之歌集 笹井　宏之 書肆侃侃房
911.5タ こころ 谷川　俊太郎 朝日新聞出版
911.5ホ 月光とピエロ 堀口　大学 日本図書センター
911.5マ まど・みちお人生処方詩集 まど　みちお 平凡社
914イ プーと私 石井　桃子 河出書房新社
914カ 故郷の本箱　上林曉傑作随筆集 上林　曉 夏葉社

B914シ 幸福は永遠に女だけのものだ 澁澤　龍彦 河出書房新社
914セ 昔日の客 関口　良雄 夏葉社
B914テ ポケットに名言を　改版 寺山　修司 角川書店
B914ヤ あと千回の晩飯 山田　風太郎 朝日新聞社
B914ヨ 超恋愛論 吉本　隆明 大和書房
B915コ 私説東京繁昌記 小林　信彦 筑摩書房
B916ヘ もの食う人びと 辺見　庸 角川書店
931ク クイーン全詩集 〔クイーン シンコーミュージック・エンタテイメント

931ケ ケイト・グリーナウェイのマザーグース 西田　ひかる 飛鳥新社
931ハ フラワーフェアリーズ　花の妖精たち愛蔵版 シシリー・メアリー・バーカー グラフィック社

B933サ ナイン・ストーリーズ　改版 サリンジャー 新潮社
B933フ 天の光はすべて星 フレドリック・ブラウン 早川書房

Fキ 木々高太郎探偵小説選 木々　高太郎 論創社
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