
 ２０１５年１１月特集展示「大きい　小さい」

請求記号 書名 著者名 出版者名
007リ ウィキペディア・レボリューション アンドリュー・リー 早川書房
022ア 豆本づくりのいろは 赤井　都 河出書房新社
022ミ かわいい手製本 水野　真帆 毎日コミュニケーションズ

031キ ギネス世界記録外伝　２ Ｇｕｉｎｎｅｓｓ　Ｗｏｒｌｄ　Ｒｅｃｏｒｄｓ　Ｌｔ ゴマブックス
219セ コロポックルとはだれか 瀬川　拓郎 新典社
268セ 世界遺産ナスカの地上絵完全ガイド ダイヤモンド・ビッグ社

290チ 地球一周空の旅 ＰＰＳ通信社 パイインターナショナル

291ア くらべる地図帳 浅井　建爾 東京書籍
B291ミ 晴れた日は巨大仏を見に 宮田　珠己 幻冬舎
297セ 世界遺産イースター島完全ガイド ダイヤモンド・ビッグ社

388ス スウェーデン民話名作集　２ 薮下　紘一 春風社
388ト ドラゴン　飼い方育て方 ジョン・トプセル 原書房
404ホ 小さな塵の大きな不思議 ハナ・ホームズ 紀伊国屋書店
410ア 世界最大の虫食い算 安福　良直 文藝春秋
410ワ バナッハ＝タルスキの逆説 レナード・Ｍ．ワプナー 青土社
429ヨ よくわかる素粒子の基本と仕組み 横山　広美 秀和システム
440ス ビジュアル大宇宙　下 ジャイルズ・スパロウ 日経ナショナルジオグラフィック社

440ス ビジュアル大宇宙　上 ジャイルズ・スパロウ 日経ナショナルジオグラフィック社

440ハ ハッブル望遠鏡宇宙大展望 ニュートンプレス
443ナ メシエ天体ビジュアルガイド 中西　昭雄 誠文堂新光社
457キ 恐竜の世界 日経ナショナルジオグラフィック社

457ハ 恐竜の生態 ポール・バレット 日経ナショナルジオグラフィック社

457マ 恐竜の飼いかた教えます　新版 ロバート・マッシュ 平凡社
457ラ スー ピーター・ラーソン 朝日新聞社
458ス 世界の砂図鑑 須藤　定久 誠文堂新光社
460シ ナノ・スケール生物の世界 リチャード・ジョーンズ 河出書房新社
460タ タマムシの翅はなぜ玉虫色か 田中　敬一 講談社
460タ ぶらりミクロ散歩 田中　敬一 岩波書店
460ナ 死なないやつら 長沼　毅 講談社
465カ カビ図鑑 細矢　剛 全国農村教育協会
465ナ 微生物の科学 中島　春紫 日刊工業新聞社
468カ 生命は細部に宿りたまう 加藤　真 岩波書店
468ヤ やさしい日本の淡水プランクトン図解ハンドブック 一瀬　諭 合同出版
471ヤ ミクロの自然探検 矢追　義人 文一総合出版
473マ 粘菌 松本　淳 誠文堂新光社
485シ ダニ・マニア 島野　智之 八坂書房

B486テ 手塚治虫昆虫図鑑 手塚　治虫 講談社
B486フ ファーブル昆虫記　１ ファーブル 集英社
491.7ウ ウイルス・細菌・カビ 畠山　昌則 日東書院本社
502ナ メガ！　巨大技術の現場へ、ゴー 成毛　眞 新潮社
504モ 目で楽しむナノの世界 Ｒｏｇｅｒ　Ｍｏｒｅｔ 丸善
507シ 書斎で愉しむ鉄道模型ミニレイアウト 日本鉄道模型連合会 成美堂出版
507セ Ｚゲージパーフェクト入門 ネコ・パブリッシング
507チ 小さいミニカー ネコ・パブリッシング
507ミ ミニカー年鑑　２０１１ ネコ・パブリッシング
510ト ドボク・サミット ドボク・サミット実行委員会 武蔵野美術大学出版局

517タ ダムの科学 ダム工学会近畿・中部ワーキンググループ ソフトバンククリエイティブ

517ミ ダムマニア 宮島　咲 オーム社
520セ 世界の大宮殿 アンリ・スティルラン 創元社
520タ 大仏はなぜこれほど巨大なのか 武澤　秀一 平凡社
520ト トコトンやさしい巨大高層建築の本 高橋　俊介 日刊工業新聞社
523セ 世界のタワー パイインターナショナル

523ニ ニッポンのタワー　ＬＯＶＥ　ＴＯＷＥＲ！ 豊科　穂 朝日新聞出版
594.9テ 小さな手作りプチぐるみ 寺西　恵里子 ＰＨＰ研究所
594.9ハ まめぐるみ 早野　千重 文化出版局
596.9エ 豆皿のある暮らし 遠藤　文香 宝島社
609イ ニッポンのサイズ 石川　英輔 淡交社

1 江戸川区立篠崎図書館



 ２０１５年１１月特集展示「大きい　小さい」

請求記号 書名 著者名 出版者名
609ホ 単位の歴史 イアン・ホワイトロー 大月書店
609ヤ トコトンやさしい単位の本 山川　正光 日刊工業新聞社
627イ 小さな緑の世界テラリウムをつくろう ミシェル・インシアラーノ 草思社
627カ かわいいミニ・プランツたち 主婦の友社 主婦の友社
627タ 私の小さなアクアリウム 田畑　哲生 ブティック社
627タ ＢＯＴＴＬＩＵＭ 田畑　哲生 成山堂書店
627ハ はじめての豆盆栽 東京凡才倶楽部 河出書房新社
653オ 日本の巨樹１００選 大貫　茂 淡交社
653セ 世界の巨樹と絶景の森 濱野　周泰 学研パブリッシング
653タ 神様の木に会いに行く 高橋　弘 東京地図出版
653タ 日本の巨樹・巨木 高橋　弘 新日本出版社
653ハ ミクロの森　１ Ｄ．Ｇ．ハスケル 築地書館
J718カ 奈良の大仏 香取　忠彦 草思社
748コ 見学に行ってきた。 小島　健一 マーブルトロン
748ト 空撮日本の自然 豊高　隆三 クレオ
748ナ 巨大仏！！ 中野　俊成 河出書房新社
750イ 美似の世界 今清水　英一 銀河出版
751フ 楽しく描く〈ポーセリンボックス〉 ジジ　ブランチ 美術出版社
751リ リモージュボックス 池田　まゆみ 平凡社
759ア 海洋堂マニアックス あさの　まさひこ 竹書房
759イ フェーヴ 磯谷　佳江 二見書房
759ク 手作り大好きドールハウス 草道　琴美 ブティック社
759コ ミニチュアワークの世界 小島　隆雄 学研
759ト ドールハウス・コーディネイト・レシピ ロザリンペルレ グラフィック社
759ナ ｎａｎｏｂｌｏｃｋ カワダ グラフィック社
759ノ 和風ドールハウス 野村　明子 ブティック社
759モ グリコのおもちゃ図鑑 森永　卓郎 プレジデント社
798サ ３０秒でウケる！プチ芸術の作り方 笹川　勇 マガジンハウス
933サ ロビン・フッド物語 ローズマリ・サトクリフ 原書房
933ス ガリヴァー旅行記 スウィフト 岩波書店
933ト ホビットの冒険　上 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン 岩波書店
933ト ホビットの冒険　下 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン 岩波書店
933ハ フェッセンデンの宇宙 エドモンド・ハミルトン 河出書房新社
B933マ 縮みゆく男 リチャード・マシスン 扶桑社
943ク 初版グリム童話集　ベスト・セレクション グリム 白水社
943ク 小人、怪物、大男 ヤーコプ・グリム パロル舎
943ク 語るためのグリム童話　２　灰かぶり グリム 小峰書店
943ク 語るためのグリム童話　３　白雪姫 グリム 小峰書店
BFサ コロボックルむかしむかし 佐藤　さとる 講談社
U03ナ ＜ＤＶＤ＞深海の生き物 ＴＤＫコア
U03ナ ＜ＤＶＤ＞巨大嵐の正体 ＴＤＫコア
U03ナ ＜ＤＶＤ＞大ピラミッド ＴＤＫコア
U45キ ＜ＤＶＤ＞恐竜たちの大移動 マーク・ラッセル
U48フ ＜ＤＶＤ＞ファーブル昆虫記　南仏・愛しき小宇宙　ｖｏｌ．１
U49シ ＜ＤＶＤ＞人体　ミクロの大冒険　１
U49シ ＜ＤＶＤ＞人体　ミクロの大冒険　２
U52エ ＜ＤＶＤ＞Ａ　ｔｏ　Ｚで見る東京スカイツリー なぎら　健壱
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