
 ２０１６年６月特集展示「かっこいいもの集合！」

請求記号 書名 著者名 出版者名
041ア すごい人のすごい話 荒俣　宏 イースト・プレス
070カ 反骨のジャーナリスト 鎌田　慧 岩波書店
070シ ジャーナリストはなぜ「戦場」へ行くのか 危険地報道を考えるジャーナリストの会 集英社
156フ 武士道読本 武士道学会 国書刊行会
164テ 天使・悪魔・妖精イラスト大事典 宝島社
188イ 一休 芳澤　勝弘 平凡社
188ト 鑑真 東野　治之 岩波書店
198テ マザー・テレサ最後の愛のことば マザー・テレサ 明石書店
198フ マーティン・ルーサー・キング マーシャル・フレイディ 岩波書店
214セ 戦国大名の遺宝 五味　文彦 山川出版社
230シ 十字軍全史 新人物往来社 新人物往来社
242ニ 図説ツタンカーメン王 仁田　三夫 河出書房新社
B281カ 知られざる日本の偉人たち 河合　敦 大和書房
281カ 私が絶望しない理由 河合　薫 プレジデント社
281サ 佐藤可士和×トップランナー３１人 佐藤　可士和 集英社
281シ 武将　超リアル戦国武将イラストギャラリー１００ 白井　成樹 新人物往来社
281ニ 日本史“悪役”１００人 世界文化社
283ア 二十世紀を変えた女たち 安達　正勝 白水社
285サ アメリカを揺り動かしたレディたち 猿谷　要 ＮＴＴ出版
B289ホ 我、拗ね者として生涯を閉ず　上 本田　靖春 講談社
289.1オ 緒方貞子戦争が終わらないこの世界で 小山　靖史 ＮＨＫ出版
289.1サ 真田幸村 歴史街道編集部 ＰＨＰ研究所
289.1シ 白洲次郎 白洲　正子 平凡社
289.1タ 伊達政宗 歴史街道編集部 ＰＨＰ研究所
289.3シ ジャンヌ・ダルクの生涯 藤本　ひとみ 講談社
289.3ナ 図説ナポレオン 松嶌　明男 河出書房新社
289.3ナ ナイチンゲール 小玉　香津子 清水書院
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

335.1シ スティーブ・ジョブズ自分を貫く言葉 スティーブ・ジョブズ イースト・プレス
335.8ワ チェンジメーカー 渡邊　奈々 日経ＢＰ社
361.5ニ 日本人のここがカッコイイ！ 加藤　恭子 文藝春秋
B367ハ 東大で上野千鶴子にケンカを学ぶ 遥　洋子 筑摩書房
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
387カ 霊能動物館 加門　七海 集英社
388ト ドラゴン　飼い方育て方 ジョン・トプセル 原書房
412ト 美しくて感動する数の教室 富永　裕久 ＰＨＰエディターズ・グループ

W457ラ 恐竜探険 デヴィッド・ランバート 福音館書店
470キ 世界一うつくしい植物園 木谷　美咲 エクスナレッジ
481ス 夜行性動物写真集 トレア・スコット スペースシャワーネットワーク

482シ セレンゲティ大接近 アヌップ・シャー 日経ナショナルジオグラフィック社

488レ 極楽鳥全種 ティム・レイマン 日経ナショナルジオグラフィック社

509コ 工場マニア！ 三推社出版部 三推社
523フ ふしぎの国のガウディ　建築図鑑 入江　正之 エクスナレッジ
526ハ パリのショーウィンドウ、パリのショップインテリア エクスナレッジ
535オ 大人の男の上質図鑑 銀座ダンディズム研究会 ＰＨＰ研究所
537カ カーエンブレム 〓出版社
538ス スピードのかたち ワールドフォトプレス

B538ホ 零戦 堀越　二郎 角川書店
559シ ヒーローたちのＧＵＮ図鑑ＨＹＰＥＲ 白石　光 学研パブリッシング
589オ 靴からタキシードまで「紳士」と呼ばせる服装術 落合　正勝 小学館
589シ ＴＨＥ　ＡＣＣＥＳＳＯＲＩＥＳ 中村　達也 学研パブリッシング
589テ ヴォーグ・モデル ロビン・デリック Ｐヴァイン・ブックス
589ロ フェイスハンター イヴァン・ロディック グラフィック社
645ラ 世界の美しい馬 リズ・ライト グラフィック社
659タ 女猟師 田中　康弘 〓出版社
664イ 鯨人 石川　梵 集英社
675ヤ カッコいいもの８０’ｓ 安田　誠 一迅社
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686セ 世界のハイスピードトレイン 秋山　芳弘 ＪＴＢパブリッシング
718ア 阿修羅 小川　光三 毎日新聞社
721カ 河鍋暁斎 安村　敏信 平凡社
723タ ダリ・私の５０の秘伝 サルヴァドール・ダリ マール社
728ヤ 魯山人の書 山田　和 平凡社

W748ハ 遥かラテンアメリカ ロバート・Ｂ．ハース 日経ナショナルジオグラフィック社

750ア 若き女職人たち 阿部　純子 集英社
750フ 東京の職人 福田　国士 淡交社
756ス 図説・日本刀大全 稲田　和彦 学研
767ヒ マイケル・ジャクソン伝説の軌跡 マイケル・ヒートリー ベストセラーズ
767ヤ アー・ユー・ハッピー？ 矢沢　永吉 日経ＢＰ社
774ム そして、海老蔵 村松　友視 世界文化社
775タ 宝塚歌劇華麗なる１００年 朝日新聞出版 朝日新聞出版
778イ 日本映画美男俳優　戦前篇 石割　平 ワイズ出版
778エ 栄光の８０年代ロボットアニメ 辰巳出版
778カ 語れ！ブルース・リー ベストセラーズ
778サ 最強アクション・ムービー決定戦 ギンティ小林 洋泉社
778ス スタジオジブリ絵コンテ全集７　紅の豚 徳間書店スタジオジブリ事業本部

778ト 特撮全史 講談社 講談社
783.7ア イチローと松井 秋元　一剛 アスペクト
789サ 殴る女たち 佐々木　亜希 草思社
789ス 図説忍者と忍術 学研
830ハ 映画で学ぶおしゃれな英語 原島　一男 日本放送出版協会
857サ 恋するフランス語 酒巻　洋子 三修社
902フ 大作家“ろくでなし”列伝 福田　和也 ワニ・プラス
910ナ 図説時代小説のヒーローたち 縄田　一男 河出書房新社
910ヤ 山本周五郎が描いた男たち 木村　久邇典 グラフ社

911.1ハ 日本のかなしい歌１００選 林　和清 淡交社
911.3オ 放哉　大空 尾崎　放哉 日本図書センター
911.5シ 詩人の死 正津　勉 東洋出版
911.5ナ 中原中也　その頃の生活／日記 中原　中也 日本図書センター
911.6ヨ 吉田美和歌詩集　ＬＩＦＥ 吉田　美和 新潮社
914サ 死ぬ気まんまん 佐野　洋子 光文社

B933ハ サマータイム・ブルース サラ・パレッキー 早川書房
B933フ フィリップ・マーロウの事件 レイモンド・チャンドラー 早川書房
B933マ さむけ ロス・マクドナルド 早川書房
B933マ 警官嫌い エド・マクベイン 早川書房

Fイ 汝ふたたび故郷へ帰れず 飯嶋　和一 小学館
BFオ 感傷の街角 大沢　在昌 角川書店
JFオ 甘栗と戦車とシロノワール 太田　忠司 角川書店
Fオ さざなみ情話 乙川　優三郎 朝日新聞社
Fカ フライ，ダディ，フライ 金城　一紀 講談社

BFキ ダーク　上 桐野　夏生 講談社
BFキ 棒の哀しみ 北方　謙三 集英社
BFシ 女たちのジハード 篠田　節子 集英社
BFシ 行きずりの街 志水　辰夫 新潮社
BFシ ア・ソング・フォー・ユー 柴田　よしき 講談社
Fタ 幽霊人命救助隊 高野　和明 文芸春秋
Fハ 水神　上 帚木　蓬生 新潮社
BFフ 消えた女 藤沢　周平 新潮社
BFミ 塩狩峠　改版 三浦　綾子 新潮社
Fミ 一絃の琴 宮尾　登美子 講談社

BFリ 吉原御免状　改版 隆　慶一郎 新潮社
BFワ さよならの手口 若竹　七海 文藝春秋
G1ク ジュエルズ：ヴェリー・ベスト・オブ・クイーン クイーン 東芝ＥＭＩ
U03テ ＜ＤＶＤ＞世界のピラミッド　王たちの渇望　Ⅱ 角川書店
U21フ ＜ＤＶＤ＞プロジェクトＸ　レーザー光のメスで命を救え ＮＨＫソフトウェア（発行）

2 江戸川区立篠崎図書館



 ２０１６年６月特集展示「かっこいいもの集合！」

請求記号 書名 著者名 出版者名
U21フ ＜ＤＶＤ＞プロジェクトＸ　ツッパリ生徒と泣き虫先生 ＮＨＫソフトウェア（発行）

U53サ ＜ＤＶＤ＞ザ・ハイパーレスキュー　上巻 東京消防庁 テイチクエンタテインメント

U53サ ＜ＤＶＤ＞ザ・ハイパーレスキュー　下巻 東京消防庁 テイチクエンタテインメント

U55タ ＜ＤＶＤ＞闘う！海上保安官 岩波映像
V1コ ＜ＤＶＤ＞ゴッドファーザー フランシス・フォード・コッポラ パラマウントジャパン
V2シ ＜ＤＶＤ＞七人の侍 黒澤　明 東宝
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