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請求記号 書名 著者名 出版者名
024キ 近代ニッポン「しおり」大図鑑 山田　俊幸 国書刊行会
024フ 痕跡本のすすめ 古沢　和宏 太田出版
123イ イチから知りたい！論語の本 佐久　協 西東社
123ノ この一冊でわかる！孔子と老子 野末　陳平 青春出版社
131サ 面白いほどよくわかるギリシャ哲学 左近司　祥子 日本文芸社
164タ はじめて読む「日本の神話」 高森　明勅 展転社
164ヨ ギリシア神話入門 吉田　敦彦 角川学芸出版
209コ 古代文明の世界大図鑑 ドミニク・ラズボーン ガイアブックス
212ス 図説日本の古墳・古代遺跡 学研
213ヒ 知識ゼロからの古墳入門 広瀬　和雄 幻冬舎
216サ ガラス瓶の考古学 桜井　準也 六一書房
216ト 絵はがきで見る日本近代 富田　昭次 青弓社
217マ 昭和レトロ博物館 町田　忍 角川学芸出版
219キ 江戸人のしきたり 北嶋　廣敏 幻冬舎
219ト 東京遊覧 渡辺　秀樹 日本文芸社
256シ 古代マヤ・アステカ不可思議大全 芝崎　みゆき 草思社
291ク クラシックホテルさんぽ インク・インコーポレーション グラフィック社
293イ イギリスの古城 太田　静六 吉川弘文館
293オ スペイン・ポルトガルの古城 太田　静六 吉川弘文館
293オ ドイツ・北欧・東欧の古城 太田　静六 吉川弘文館

383.8エ 江戸の料理と食生活 原田　信男 小学館
383.8サ 酒と器のはなし 佐藤　伸雄 海鳥社
384ク 三角ベースおぼえていますか？ 草野　のりかず 秀和システム
384ク 少年ブーム　昭和レトロの流行もの 串間　努 晶文社
384ク まぼろし商店街 串間　努 ソフトバンククリエイティブ

388.8ト 辞書から消えたことわざ 時田　昌瑞 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
456ア 地層の見方がわかるフィールド図鑑 青木　正博 誠文堂新光社
457キ みんなが知りたい化石の疑問５０ 北村　雄一 ソフトバンククリエイティブ

457ノ 化石はタイム・マシーン マイケル・ノヴァチェック 青土社
487ア シーラカンスの謎 安部　義孝 誠文堂新光社
499タ くすりとほほえむ元気の素 高橋　善丸 光村推古書院
507キ 昭和プラモ名鑑 岸川　靖 大日本絵画
515ナ なぎら健壱さんが教えてくれた東京「江戸の橋」散歩 主婦の友社 主婦の友社
520コ 世界の建築様式 エミリー・コール ガイアブックス
521キ 京の町家案内 淡交社編集局 淡交社
521サ 東京ノスタルジック 崎山　健一郎 岩波書店
521シ 新選日本の名城 新人物往来社
523シ 鎌倉の西洋館 柴田　泉 平凡社
523タ 洋館 高井　潔 光村推古書院
523メ 明治の洋館 ＮＨＫ「美の壺」制作班 日本放送出版協会
523メ ヨーロッパ古城物語 ジャン・メスキ 創元社
535ト 愛しの昭和の計算道具 ドクターアキヤマ 東海教育研究所
536シ 全国歴史保存鉄道 白川　淳 ＪＴＢパブリッシング
536レ レトロな乗りもの 渡辺　秀樹 日本文芸社
537ク クラシック・アメリカン・カーズ’６０ｓ　＆　’７０ｓ マガジンボックス
545ウ 魅惑のアンティーク照明 Ｉ．ウージェル 西村書店
545マ ７０年代アナログ家電カタログ 松崎　順一 青幻舎
589キ 手ぬぐいスタイルブック 君野　倫子 二見書房
589キ ヴィンテージＴシャツ リサ・キドナー ブルース・インターアクションズ

589サ ＴＨＥ　ＲＥＡＬ　ＪＥＡＮＳ　ＢＯＯＫ 毎日コミュニケーションズ出版事業本部

589フ ５０’ｓヴィンテージファッション Ｋｅｓａｈａｒｕ　Ｉｍａｉ ワールドフォトプレス
596.9ア 世界のかわいいカップ＆ソーサー 明石　和美 誠文堂新光社
674サ 懐かしのホーロー看板 佐溝　力 祥伝社
674タ 明治・大正・昭和のラベル、ロゴ、ポスター 廼地　戎雄 誠文堂新光社
674ロ 浪漫図案 佐野　宏明 光村推古書院
675ク 図説昭和レトロ商品博物館 串間　努 河出書房新社
675マ 昭和レトロ商店街　帰ってきた！ 町田　忍 早川書房
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675マ 昭和レトロ商店街 町田　忍 早川書房
686コ 古写真にみる日本の鉄道 三宅　俊彦 新人物往来社
686ミ 旅してみたい日本の鉄道遺産 三宅　俊彦 山川出版社
693カ 切手帖とピンセット 加藤　郁美 国書刊行会
742ア 中古カメラの逆襲 赤瀬川　原平 筑摩書房
742ク クラシックカメラ ＮＨＫ「美の壺」制作班 日本放送出版協会
748コ 古民家 日本風景写真協会会員 光村推古書院
750ウ レトロかわいいアンティーク手づくり文房具 宇田川　一美 技術評論社
750ニ 日本民藝館手帖 日本民藝館 ダイヤモンド社
751マ マイセンカップ＆ソウサー 落合　三酉庵 里文出版
751ヤ 江戸切子　その流れを支えた人と技 山口　勝旦 里文出版
753ア アメリカンヴィンテージファブリック ピエ・ブックス
753ミ 銘仙万華鏡 宮川　武士 青幻舎
756ア アール・デコの鉄工芸 浜野　節朗 岩崎美術社
756ア アンティークコレクション 〓出版社
756コ 骨董古美術の愉しみ方 ランダムハウス講談社
756フ ブロカントのある暮らし ｔｕｔｔｏ 誠文堂新光社
756ヤ くつろぎを知る大人の骨董生活入門 安河内　眞美 情報センター出版局
757フ 北欧フィンランドのヴィンテージデザイン アンナ‐カイサ・フースコ パイインターナショナル

759チ 江戸からおもちゃがやって来た 千葉　惣次 晶文社
760ア クラシックの名曲１０１ 安芸　光男 新書館
762コ トン・コープマンのバロック音楽講義 トン・コープマン 音楽之友社
763イ ヴィンテージ・ギター・ガイド　ギブソン編 今井　康雅 シンコーミュージック・エンタテイメント

798キ 日本懐かし１０円ゲーム大全 岸　昭仁 辰巳出版
814キ 昭和レトロ語辞典 清野　恵美子 講談社
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