
 ２０１７年１１月特集展示「〇△□」

請求記号 書名 著者名 出版者名

185ヒ 美坊主図鑑 日本美坊主愛好会 廣済堂出版
186タ 数珠のはなし 谷口　幸璽 法蔵館
188ア 自由訳十牛図 新井　満 四季社
212サ 縄文の循環文明 左合　勉 叢文社
288フ 知っておきたい「日の丸」の話 吹浦　忠正 学研パブリッシング
387ナ 開運だるま大百科 中村　浩訳 日貿出版社
414セ 円の歴史 アーネスト・ゼブロウスキー 河出書房新社
445ム 惑星のきほん 室井　恭子 誠文堂新光社
446ハ 月の本 林　完次 角川書店
481モ ゲッチョ先生の卵探検記 盛口　満 山と溪谷社
485オ ダンゴムシの本 奥山　風太郎 ＤＵ　ＢＯＯＫＳ
487サ 不思議可愛いダンゴウオ 佐藤　長明 河出書房新社
518イ デザインマンホール１００選 池上　修 アットワークス
530サ 水車・風車・機関車 坂井　洲二 法政大学出版局
589コ ボタン９３８ 小坂　直子 六耀社
589ホ ボールのひみつ 新星出版社編集部 新星出版社
B596タ 玉子ふわふわ 早川　茉莉 筑摩書房
596.6タ だんごや大福帳　美味 メトロポリタンプレス メトロポリタンプレス
664ア 回転寿司「激安ネタ」のカラクリ 吾妻　博勝 宝島社
666マ 真珠の博物誌 松月　清郎 研成社
673ミ パチンコの歴史 溝上　憲文 晩声社
686ヤ 山手線は廻る 市民フォーラム ヒューマン・クリエイティブ

H689フ 観覧車物語 福井　優子 平凡社
702ヤ やっぱり好きだ！草間彌生。 ペン編集部 阪急コミュニケーションズ

727シ 昭和のレコードデザイン集 山口　佳宏 Ｐヴァイン・ブックス
739キ コインの水族館 木谷　浩 成山堂書店
751ヒ 光れ！泥だんご 加用　文男 講談社
755シ 真珠 ＮＨＫ「美の壺」制作班 日本放送出版協会
755ユ 指輪８８ 宝官　優夫 淡交社
757ム ブルーノ・ムナーリかたちの不思議　２　円形 ブルーノ・ムナーリ 平凡社
759ワ 日本懐かしガチャガチャ大全 ワッキー貝山 辰巳出版
763ヤ 日本の太鼓、アジアの太鼓 山本　宏子 青弓社
764サ ＴＨＥ　ＲＯＬＬＩＮＧ　ＳＴＯＮＥＳ ロッキング・オン
783.2ヨ 日の丸女子バレー 吉井　妙子 文藝春秋
798ケ けん玉の技１２３ 日本けん玉協会 幻冬舎エデュケーション

933ヘ 卵をめぐる祖父の戦争 デイヴィッド・ベニオフ 早川書房
949ア 雪だるま ハンス・クリスチャン・アンデルセン 評論社

B953ハ マダム・エドワルダ／目玉の話 バタイユ 光文社
BFヒ 南総里見八犬伝 平岩　弓枝 中央公論新社

242カ 河江肖剰の最新ピラミッド入門 河江　肖剰 日経ナショナルジオグラフィック社

288ク 北条早雲とその一族 黒田　基樹 新人物往来社
292ヤ トレッキングとポップな街歩きネパールへ 矢巻　美穂 イカロス出版
383.7カ 図説纏足の歴史 高　洪興 原書房
383.9タ 電笠　１　明治・大正のあかり 高橋　岳志 里文出版
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
386ハ サンタクロース公式ブック パラダイス山元 小学館
414ホ 三角形の七不思議 細矢　治夫 講談社
451サ カマキリは大雪を知っていた 酒井　与喜夫 農山漁村文化協会
454コ ここが見どころ日本の山 小泉　武栄 文一総合出版
454ミ 東京「スリバチ」地形散歩 皆川　典久 洋泉社
488コ 鳥の足型・足跡ハンドブック　原寸大 小宮　輝之 文一総合出版

492.7オ おうちで、お灸　楽しくて、気持ちいい！ 佐藤　宏子 地球丸
J520ヒ ピラミッドの建て方 中川　武 実業之日本社
521タ 屋根 高井　潔 淡交社
538ア 知られざるステルスの技術 青木　謙知 ＳＢクリエイティブ
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請求記号 書名 著者名 出版者名
B547サ 東京タワー５０年 鮫島　敦 日本経済新聞出版社
547ヤ 東京スカイツリーの誕生 山田　泰雄 鳳書院

596.3オ 毎日使えるおむすび便利帖 荻野　恭子 家の光協会
596.3ノ 呼子のイカはなぜ美味い？ 野村　祐三 幻冬舎メディアコンサルティング

596.7フ 読むカクテル百科 福西　英三 河出書房新社
W708フ 富士山 高階　秀爾 美術年鑑社
727ヤ 矢印の力　その先にあるモノへの誘導 ワールドフォトプレス
757ム ブルーノ・ムナーリかたちの不思議　３　三角形 ブルーノ・ムナーリ 平凡社
781マ マッスル北村メモリアルＢＯＯＫ ベースボール・マガジン社

785タ ヨット百科　セーリングと艤装のすべて 高槻　和宏 舵社
B953ル 黄金三角 ルブラン ポプラ社
B983コ 鼻／外套／査察官 ゴーゴリ 光文社
C1シ シュトラウス・ファミリー・コンサート ヨゼフ　シュトラウス　ヴィリー　ボスコフスキー　Ｊ キングレコード
HFエ 三角館の恐怖 江戸川　乱歩 東京創元社
Fシ 屋上の黄色いテント 椎名　誠 柏艪舎
LFナ それから 夏目　漱石 舵社

141ハ 卒アル写真で将来はわかる マシュー・ハーテンステイン 文藝春秋
148サ かんたんタロット 桜田　ケイ グラフ社
292ハ 黄金の四角地帯 羽田　令子 社会評論社
337イ キャラメルの値段 市橋　芳則 河出書房新社

385.9ハ はじめてのふろしき 久保村　正高 主婦の友社
523ス シブいビル 鈴木　伸子 リトルモア
547ニ 日本カセットテープ大全 辰巳出版
547マ ラジカセのデザイン！ 松崎　順一 青幻舎
582ウ 日本懐かし自販機大全 魚谷　祐介 辰巳出版
585ト トコトンやさしい段ボールの本 レンゴー株式会社 日刊工業新聞社
589シ 人生ゲームＣＯＭＰＬＥＴＥ タカラトミー 主婦の友インフォス
589ス スウィートハンカチーフ ピエ・ブックス
596.3ト 豆腐二百珍 集英社
596.6カ ランチパックの本 香山　哲 アストラ
596.6マ 毎日食べたい食パン 柴田書店 柴田書店
674タ 大正・昭和のマッチラベル ピエ・ブックス
685カ そうだったのか、都バス 加藤　佳一 交通新聞社
720ア 四角形の歴史 赤瀬川　原平 毎日新聞社
724ヘ 額縁と名画 ニコラス・ペニー 八坂書房
727セ 世界発最新名刺のデザイン ピエ・ブックス
727タ アイデアがどんどん生まれるラクガキノート術実践編 タムラ　カイ 枻出版社
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シ 世界の窓 ベルンハルト　Ｍ．シュミッド ピエ・ブックス
751セ 世界のきらめくステンドグラス グラフィック社編集部 グラフィック社
753オ 図説タータン・チェックの歴史 奥田　実紀 河出書房新社
754ヒ 江戸の千代紙　いせ辰三代 広瀬　辰五郎 徳間書店
757ム ブルーノ・ムナーリかたちの不思議　１　正方形 ブルーノ・ムナーリ 平凡社
763ヤ バイエルの謎 安田　寛 音楽之友社
779ス 紙芝居がやってきた！ 鈴木　常勝 河出書房新社
788ホ ボクシングの文化史 カシア・ボディ 東洋書林
798カ かるた ＮＨＫ「美の壺」制作班 日本放送出版協会
798ヤ ファミコンコンプリートガイド 山崎　功 主婦の友インフォス
798ル ルービックキューブｖｅｒ．２．０完全攻略公式ガイドブック 日本ルービックキューブ協会 永岡書店
B933ア プリズン・ストーリーズ ジェフリー・アーチャー 新潮社
933サ 四角い卵 サキ 風濤社
940ク 箱型 ギュンター・グラス 集英社
BFタ 蒲団・一兵卒　改版 田山　花袋 岩波書店
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