
 ２０１７年５月特集展示「天と地」

請求記号 書名 著者名 出版者名

164カ 星座で読み解く日本神話 勝俣　隆 大修館書店

181シ 地獄の本 洋泉社

191マ キリスト教の天国 アリスター・Ｅ．マクグラス キリスト新聞社

191モ いちばん詳しい「天使」がわかる事典 森瀬　繚 ＳＢクリエイティブ

215オ 災害都市江戸と地下室 小沢　詠美子 吉川弘文館

219コ 地下からあらわれた江戸 古泉　弘 教育出版

B219ト 「地下鉄」で読み解く江戸・東京 富増　章成 ＰＨＰ研究所

222ニ 入門秦の始皇帝と兵馬俑 鶴間　和幸 洋泉社

227オ カッパドキア 大村　幸弘 集英社

232カ ポンペイの滅んだ日 金子　史朗 東洋書林

235リ パリ地下都市の歴史 ギュンター・リアー 東洋書林

268ア ナスカ地上絵の謎 アンソニー・Ｆ．アヴェニ 創元社

268タ マチュピチュ 高野　潤 中央公論新社

268ヤ 天空の帝国インカ 山本　紀夫 ＰＨＰ研究所

289.3サ 空飛ぶ男サントス‐デュモン ナンシー・ウィンターズ 草思社

290キ 極地マニア！ 三推社出版部 三推社

W290サ ＳＡＴＥＬＬＩＴＥ 佐藤　健寿 朝日新聞出版
290ス 高度１万メートルからの地球絶景 杉江　弘 講談社

290ヒ 秘密の地下世界 ナショナルジオグラフィック 日経ナショナルジオグラフィック社

382ヤ 雲の上で暮らす 山本　紀夫 ナカニシヤ出版

388セ 世界の太陽と月と星の民話 日本民話の会外国民話研究会 三弥井書店

435イ 空気のはなし 稲場　秀明 技報堂出版

440ウ 宇宙には、だれかいますか？ 佐藤　勝彦 河出書房新社

440サ 佐藤勝彦の眠れなくなる宇宙入門 佐藤　勝彦 宝島社

440ハ ハッブル宇宙望遠鏡がとらえた宇宙の絶景 縣　秀彦 洋泉社
440ヤ 絶景・天空のイベント 山崎　四明 誠文堂新光社
443キ 宇宙のつくり方 ベン・ギリランド 丸善出版
444ヌ 太陽と惑星 沼澤　茂美 アストロアーツ
446タ 月の名前 高橋　順子 デコ
447ア 彗星探検 縣　秀彦 二見書房
447コ 今夜、流れ星を見るために 星空さんぽ編集部 誠文堂新光社
448オ 地球が丸いってほんとうですか？ 大久保　修平 朝日新聞社
451イ 水滴と氷晶がつくりだす空の虹色ハンドブック 池田　圭一 文一総合出版
451イ 空飛ぶ納豆菌 岩坂　泰信 ＰＨＰ研究所

451イ 高度１万メートルから見た雲たち 今井　正子 成山堂書店
451ス 〈図説〉虹の文化史 杉山　久仁彦 河出書房新社
451タ すごい空の見つけかた 武田　康男 草思社
451フ オーロラ Ｐ〓ｌ　Ｂｒｅｋｋｅ 山と溪谷社
451ム 雲のカタログ 村井　昭夫 草思社
451ヨ 写真で読み解く雷の科学 横山　茂 オーム社
452シ 深海と深海生物 海洋研究開発機構 ナツメ社
452シ 深海がまるごとわかる本 地球科学研究倶楽部 学研パブリッシング
452タ 体感！海底凸凹地図 加藤　義久 技術評論社
452ミ 見えない巨大水脈地下水の科学 日本地下水学会 講談社
453タ 大地震と大噴火 日経サイエンス編集部 日経サイエンス
453ヒ 首都直下地震 平田　直 岩波書店
454セ 世界でいちばん美しい洞窟、魅惑の石窟 ＭｄＮ編集部 エムディエヌコーポレーション

454タ 体感！東京凸凹地図 東京地図研究社 技術評論社
455コ 地底の科学 後藤　忠徳 ベレ出版
457ヤ 化石の記憶 矢島　道子 東京大学出版会
458ス 世界の砂図鑑 須藤　定久 誠文堂新光社
459マ 鉱物ハンティングガイド 松原　聰 丸善出版
481ミ 土の中の小さな生き物ハンドブック 皆越　ようせい 文一総合出版
483ス ミミズの話 エイミィ・ステュワート 飛鳥新社
483ワ ミミズ 渡辺　弘之 東海大学出版会
486ア アリの巣の生きもの図鑑 丸山　宗利 東海大学出版会
486オ いつか僕もアリの巣に 大河原　恭祐 ポプラ社
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488ヒ 鳥たちの旅 樋口　広芳 日本放送出版協会
489イ モグラハンドブック 飯島　正広 文一総合出版
489カ ムササビ 川道　武男 築地書館
510セ 潜入！ＴＯＫＹＯ地下ダンジョン 宝島社
510ミ みんなが知りたい地下の秘密 地下空間普及研究会 ソフトバンククリエイティブ

511イ 安全な土地 今村　遼平 東京書籍
514セ 世界の魅惑のトンネル 洋泉社編集部 洋泉社
516カ 図解・地下鉄の科学 川辺　謙一 講談社
518ア 新説東京地下要塞 秋庭　俊 講談社
518イ デザインマンホール１００選 池上　修 アットワークス
518ハ 日本の地下水が危ない 橋本　淳司 幻冬舎
518ヘ ベルリン地下都市の歴史 Ｄ．アルノルト 東洋書林
523セ 世界のタワー パイインターナショナル

525タ 鳶 多湖　弘明 洋泉社
526ミ みんなが知りたい超高層ビルの秘密 尾島　俊雄 ソフトバンククリエイティブ

538イ ドローンの世紀 井上　孝司 中央公論新社
B538ウ 熱気球イカロス５号 梅棹　エリオ 中央公論新社
538コ 航空１００年 後藤　克典 双葉社
538サ ザ・コクピット イカロス出版
538サ 高度３万フィート、思うがまま 坂井　優基 講談社
538シ 人工衛星の“なぜ”を科学する ＮＥＣ「人工衛星」プロジェクトチーム アーク出版
538ス 翔べ、ＭＲＪ 杉本　要 日刊工業新聞社
538ナ 宇宙と地球を視る人工衛星１００ 中西　貴之 ソフトバンククリエイティブ

538ナ 宇宙人大図鑑 中村　省三 グリーンアロー出版社
538ノ 宇宙日記 野口　聡一 世界文化社
538フ カラー図解でわかる航空管制「超」入門 藤石　金彌 ＳＢクリエイティブ
538マ 飛行船の歴史と技術 牧野　光雄 交通研究協会
538ム 世界一わかりやすいロケットのはなし 村沢　譲 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
538ヤ 小惑星探査機「はやぶさ２」の大挑戦 山根　一眞 講談社
538ワ 飛行の夢　１７８３－１９４５ 和田　博文 藤原書店
558ヨ ぼくは「しんかい６５００」のパイロット 吉梅　剛 こぶし書房
561ニ 地下資源の科学 西川　有司 日刊工業新聞社
575イ 日本の花火はなぜ世界一なのか？ 泉谷　玄作 講談社
575サ 花火のふしぎ 冴木　一馬 ソフトバンククリエイティブ

575ハ 花火の事典 新井　充 東京堂出版
615イ モグラ 井上　雅央 農山漁村文化協会
663タ 微生物ハンター、深海を行く 高井　研 イースト・プレス
673カ なぜデパ地下には人が集まるのか 川島　蓉子 ＰＨＰ研究所
686オ 世界の美しい地下鉄マップ マーク・オーブンデン 日経ナショナルジオグラフィック社

686チ 地下鉄のヒミツ７０ イカロス出版
686ワ 首都東京地下鉄の秘密を探る 渡部　史絵 交通新聞社
717テ 海底美術館 ジェイソン・デカイレス・テイラー 日経ナショナルジオグラフィック社

721シ 地獄ものがたり 真保　亨 毎日新聞社
746イ 宇宙を撮りたい、風船で。 岩谷　圭介 キノブックス
748ウ トーキョー・アンダー 内山　英明 グラフィック社
748シ 地下水道 白汚　零 草思社
748ヨ 大地 吉野　信 六耀社
782ハ パラグライダーにチャレンジ イカロス出版
784オ 不屈の翼 岡崎　敏 日刊スポーツ出版社
784マ フライングガールズ 松原　孝臣 文藝春秋
933キ 地下の国のアリス ルイス・キャロル 新書館
B933フ 火星年代記 レイ・ブラッドベリ 早川書房
936フ チリ３３人 ジョナサン・フランクリン 共同通信社

B953サ 夜間飛行 サン＝テグジュペリ 新潮社
B953ヘ 地底旅行 ジュール・ヴェルヌ 東京創元社
B953ヘ 海底二万里　上 ジュール・ヴェルヌ 新潮社
BFア 蜘蛛の糸・杜子春 芥川　龍之介 新潮社

BFミ 新編銀河鉄道の夜 宮沢　賢治 新潮社
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