
 ２０１５年１２月特集展示「なにこれ！？珍１００本」

請求記号 書名 著者名 出版者名

019ハ ベスト珍書 ハマザキカク 中央公論新社

019ヘ ヘンな本大全 洋泉社

022シ 少年少女昭和ミステリ美術館 森　英俊 平凡社

023シ 知っ得発禁・近代文学誌 國文學編集部 學燈社

023ノ 文庫びっくり箱 則枝　忠彦 青弓社

026シ こんな本があった！江戸珍奇本の世界 塩村　耕 家の光協会

049サ ヘンな論文 サンキュータツオ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

049シ 食中毒への道 ドンタコスとゆかいな仲間たち 小池書院

141ノ なぜアヒル口に惹かれるのか 野村　理朗 メディアファクトリー

147ア ラッキーを呼び込むオマジナイ事典 デボラ・アーロンソン ディスカヴァー・トゥエンティワン

147オ 霊符全書　新版 大宮　司朗 学研パブリッシング

W147シ 妖怪絵巻 真保　亨 毎日新聞社

176コ 心がやすらぐ神棚スタイル 阿部　慎也 プレジデント社

185ア あの世を旅する本 洋泉社

185ヒ 美坊主図鑑 日本美坊主愛好会 廣済堂出版

202モ ムシの考古学 森　勇一 雄山閣

209イ 鉄条網の歴史 石　弘之 洋泉社
233ヒ ストーンヘンジ ロビン・ヒース 創元社

280キ 教科書に載せたい偉人の息子 偉人の息子研究会 ＴＯブックス

280コ この顔誰？　「顔」の雑学事典 東京雑学研究会 東京書籍

280ラ 神々の左手 エド・ライト スタジオタッククリエイティブ

W290サ 奇界遺産 佐藤　健寿 エクスナレッジ

W290サ 奇界遺産　２ 佐藤　健寿 エクスナレッジ

317サ 世界の警察図鑑 坂本　明 並木書房

317タ ふしぎな１１０番 橘　哲雄 彩図社
320ヘ 「最悪」の法律の歴史 ネイサン・ベロフスキー 原書房
J327ノ へんな判決 のり・たまみ ポプラ社
361.8ア ソラリーマン　働くって何なんだ？！ 青山　裕企 ピエ・ブックス
361.8マ 大富豪破天荒伝説Ｂｅｓｔ　１００ 真山　知幸 東京書籍
366.2シ 世にも奇妙な職業案内　増感号 ナンシー・リカ・シフ ブルース・インターアクションズ

H366.2ハ バタフライハンター クリス・バラード 日経ＢＰ社
367.7カ カレセン　枯れたおじさん専科 アスペクト アスペクト
377シ 笑う科学イグ・ノーベル賞 志村　幸雄 ＰＨＰ研究所

383.8カ 辣（ラー）の道 加藤　千洋 平凡社

383.8セ 世界で一番恐ろしい食べ物 ニール・セッチフィールド エクスナレッジ
383.8ム むしくいノート ムシモアゼルギリコ カンゼン
383.9ナ ダンボールハウス 長嶋　千聡 ポプラ社
384ア テキヤ稼業のフォークロア 厚　香苗 青弓社
384ハ 運ぶ　Ａ地点からＢ地点まで ワールドフォトプレス
386ハ サンタクロース公式ブック パラダイス山元 小学館
B388ノ へんなことわざ のり・たまみ 角川書店
391メ スパイ・ブック　新版 Ｈ．キース・メルトン 朝日新聞社
402テ 自分の体で実験したい レスリー・デンディ 紀伊國屋書店
412シ 素数モンスター Ｒ．Ｅ．シュワルツ 数学書房
454タ 体感！東京凸凹地図 東京地図研究社 技術評論社
454ハ デジタル鳥瞰江戸の崖東京の崖 芳賀　ひらく 講談社
460ア 図鑑の博物誌 荒俣　宏 リブロポート

480イ 生き物の持ち方大全 松橋　利光 山と溪谷社
480ハ うんこがへんないきもの 早川　いくを ＫＡＤＯＫＡＷＡ
480ハ おかしな生きものミニ・モンスター ポーラ・ハモンド 二見書房
J486イ 世界のふしぎな虫おもしろい虫 今森　光彦 アリス館
486シ 虫の味 篠永　哲 八坂書房

490.7ヤ ノックアウトマウスの一生 八神　健一 技術評論社
504エ 道具寺建立縁起 榮久庵　憲司 鹿島出版会
507サ 手作りで楽しむ茶運び人形 坂野　進 パワー社
507ワ 図説世界の「最悪」発明大全 ジャック・ワトキンズ 原書房
510ニ ニッポンの穴紀行 西牟田　靖 光文社
510ハ 欧州ヨーロッパのドボクを見に行こう 八馬　智 自由国民社
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516オ 踏切天国 小川　裕夫 秀和システム
518ア ウンコに学べ！ 有田　正光 筑摩書房
518ア ありふれたまちかど図鑑 谷口　守 技報堂出版
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
524テ 手すり大全 日経アーキテクチュア 日経ＢＰ社
524ニ 建材工場 西山　輝彦 エクスナレッジ
536ヘ へんな乗り物 へんな乗り物探検隊 ネコ・パブリッシング
537ス スーパーカブの歴史 小林　謙一 三樹書房
545ナ 人生が１０倍良くなる照明の法則 中島　龍興 講談社
545ヒ 電子レンジ「こつ」の科学 新版 肥後　温子 柴田書店
547カ ジワジワ来る○○ 片岡　Ｋ アスペクト
552ニ 菱垣廻船／樽廻船　弁才船 日本海事科学振興財団船の科学館 日本海事科学振興財団船の科学館

578サ 醤油鯛 沢田　佳久 アストラ
588ア 日本懐かしアイス大全 アイスマン福留 辰巳出版
619タ こんにゃくの中の日本史 武内　孝夫 講談社
619ニ 日本全国納豆大博覧会 小泉　武夫 東京書籍
627キ 私、食虫植物の奴隷です。 木谷　美咲 水曜社
646ヨ レース鳩 吉原　謙以知 幻冬舎ルネッサンス
673コ 駅弁スーパーレディ 小林　しのぶ ぶんぶん書房（発売）
683ウ 飾り毛布　花毛布 上杉　恵美 海文堂出版
685ム 交通情報の女たち 室井　昌也 論創社
686タ 〈図解〉電車通勤の作法 田中　一郎 メディアファクトリー
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

708ハ 錯視芸術図鑑 ブラッド・ハニーカット 創元社
712キ 股間若衆 木下　直之 新潮社
721カ 怪奇鳥獣図巻 伊藤　清司 工作舎
721ツ 奇想の江戸挿絵 辻　惟雄 集英社
723シ 写実画のすごい世界 月刊美術 実業之日本社
726ヤ 吉川英治　宮本武蔵挿絵名作集 矢野　橋村 六興出版
739キ コインの水族館 木谷　浩 成山堂書店
748マ 幽霊城 サイモン・マースデン エディシオン・トレヴィル

W751オ 定本　乾山秀作百撰 尾形　乾山 読売新聞社
W754カ 実物で学ぶしかけ絵本の基礎知識ポップアップ デビッド・Ａ．カーター 大日本絵画
J754ス へんな立体 杉原　厚吉 誠文堂新光社
756セ 戦国武将変わり兜図鑑 須藤　茂樹 新人物往来社
759ワ 愛しのインチキガチャガチャ大全 ワッキー貝山 双葉社
767マ 丸屋九兵衛が選ぶ、ヒップホップの決めゼリフ 丸屋　九兵衛 スペースシャワーネットワーク

767ユ 社歌 弓狩　匡純 文藝春秋
783.7ハ プロ野球１２球団ファンクラブ全部に１０年間入会してみた！ 長谷川　晶一 集英社
790セ 集める人びと　蒐集の小宇宙 瀬川　正仁 バジリコ
790ノ ひょうたんブック 野村　麻里 平凡社
798オ あたらしいみかんのむきかた 岡田　好弘 小学館
801サ 古代文字が書ける、読める、描ける！ 齋藤　悠貴 明日香出版社
807タ ダジャレ練習帳 多治家　礼 角川春樹事務所
811ス 漢字百珍 杉本　つとむ 八坂書房
811ヤ ん　日本語最後の謎に挑む 山口　謠司 新潮社
814タ プロが使う秘密の日本語 高島　徹治 幻冬舎
815イ アイドルのウエストはなぜ５８センチなのか 飯田　朝子 小学館

B818イ 京〈ＫＹＯ〉のお言葉 入江　敦彦 文藝春秋
821イ 凄い漢字 Ｉｓｈｉｍｉｚｕ ＰＨＰ研究所
902イ きのこ文学大全 飯沢　耕太郎 平凡社
918キ きのこ文学名作選 飯沢　耕太郎 港の人
931ハ オイスター・ボーイの憂鬱な死 ティム・バートン アップリンク
936エ 狼の群れと暮らした男 ショーン・エリス 築地書館
946サ 女装して、一年間暮らしてみました。 クリスチャン・ザイデル サンマーク出版
954ロ 突飛なるものの歴史　完全版 ロミ 平凡社
973レ 平行植物 レオ・レオーニ 工作舎
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