
平成25年度9～11月一般展示コーナー

No. 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

一般図書

1 TOKYO図書館日和 　冨澤 良子∥著 　アスペクト 展   010.2 /ﾄ     

2 ぼくは、図書館がすき 　漆原 宏∥著 　日本図書館協会 展   016.2 /ｳ       

3 図書館が街を創る。 　楽園計画∥編 　ネコ・パブリッシング 展   016.2 /ﾄ    

4 はなぼん 　花井 裕一郎∥著 　文屋 展   016.2 /ﾊ      

5 仙台 本のはなし 　 　仙台文学館 展   019   /ｾ      

6 ブックショップはワンダーランド 　永江 朗∥著 　六耀社 展   019   /ﾅ

7 ボローニャ・ブックフェア物語 　市口 桂子∥著 　白水社 展   019.5 /ｲ        

8 新世紀書店 　北尾 トロ∥編著 　ポット出版 展   024   /ｼ     

9 世界で最も美しい書店 　清水 玲奈∥著 　エクスナレッジ 展   024   /ｼ    

10 世界の夢の本屋さん 　 　エクスナレッジ 展   024   /ｾ        

11 ブックカフェものがたり 　矢部 智子∥ほか著 　幻戯書房 展   024   /ﾌﾞ        

12 本屋さんの仕事 　江口 宏志∥[ほか]著 　平凡社 展   024   /ﾎ      

13 すごい本屋! 　井原 万見子∥著 　朝日新聞出版 展   024.0 /ｲ       

14 君に伝えたい本屋さんの思い出 　日販マーケティング本部∥編 　主婦と生活社 展   024.0 /ｷ        

15 尾道坂道書店事件簿 　児玉 憲宗∥著 　本の雑誌社 展   024.0 /ｺ     

16 書店繁盛記 　田口 久美子∥著 　ポプラ社 展   024.0 /ﾀ       

17 書店風雲録 　田口 久美子∥著 　本の雑誌社 展   024.0 /ﾀ        

18 松丸本舗主義 　松岡 正剛∥著 　青幻舎 展   024.0 /ﾏ      

19 「本屋」は死なない 　石橋 毅史∥著 　新潮社 展   024.1 /ｲ     

20 絵本好きが集まる絵本屋さん100 　MOE編集部∥編 　白泉社 展   024.1 /ｴ       

21 京都読書さんぽ 　アリカ∥編著 　光村推古書院 展   024.1 /ｷ       

22 TOKYOブックカフェ紀行 　 　玄光社 展   024.1 /ﾄ      

23 TOKYO BOOK SCENE 　 　玄光社 展   024.1 /ﾄ       

24 TOKYO本屋さん紀行 　 　玄光社 展   024.1 /ﾄ      

25 気まぐれ古書店紀行 　岡崎 武志∥著 　工作舎 展   024.8 /ｵ       

26 女子の古本屋 　岡崎 武志∥著 　筑摩書房 展   024.8 /ｵ      

27 古本道場 　角田 光代∥著 　ポプラ社 展   024.8 /ｶ       

28 古本屋の女房 　田中 栞∥著 　平凡社 展   024.8 /ﾀ        

29 早稲田古本屋街 　向井 透史∥著 　未來社 展   024.8 /ﾑ      

30 赤毛のアンの手作り絵本  1 　白泉社書籍編集部∥編 　白泉社 展   594   /ｱ /1       

31 赤毛のアンの手作り絵本  3 　白泉社書籍編集部∥編 　白泉社 展   594   /ｱ /3       

32 ペネロペてづくりレシピ 　トモコ=ガルシア∥作 　岩崎書店 展   594   /ﾄ        

33 絵本からうまれたおいしいレシピ子どもと一緒にごはんづくり 　きむら かよ∥レシピづくり 　宝島社 展   596   /ｴ      

34 食堂かたつむりの料理 　小川 糸∥著 　ポプラ社 展   596   /ｼ       

35 絵本の中のおいしいスープ 　東條 真千子∥著 　インフォレスト 展   596   /ﾄ       

36 赤毛のアンレシピ・ノート 　イレーン　クロフォード∥編著 　東洋書林 展   596.2 /ｱ       

37 鬼平が「うまい」と言った江戸の味 　逢坂 剛∥文 　PHP研究所 展   596.2 /ｵ        

38 池波正太郎の江戸料理を食べる 　野崎 洋光∥著 　朝日新聞出版 展   596.2 /ﾉ       

39 アリスの国の不思議なお料理 　ジョン　フィッシャー∥著 　ベストセラーズ 展   596.2 /ﾌ     

40 宮部みゆきの江戸レシピ 　福田 浩∥料理　解説 　ぴあ 展   596.2 /ﾐ       

41 akinoichigoの簡卖!絵本のおべんとう 　稲熊 由夏∥著 　大和書房 展   596.4 /ｲ        

42 クマのプーさんピクニックブック 　A.A.ミルン∥原案 　BL出版 展   596.4 /ｸ       

43 あの人が愛した、とっておきのスイーツレシピ 　NHK『グレーテルのかまど』制作チーム∥監修 　大和書房 展   596.6 /ｱ        

44 ダヤンカフェ 　池田 あきこ∥著 　白泉社 展   596.6 /ｲ        

45 絵本からうまれたおいしいレシピ 　きむら かよ∥レシピづくり 　宝島社 展   596.6 /ｴ       

46 絵本からうまれたおいしいレシピ 　きむら かよ∥レシピづくり 　宝島社 展   596.6 /ｴ       

47 絵本からうまれたおいしいレシピ  2 　きむら かよ∥レシピづくり 　宝島社 展   596.6 /ｴ /2       

48 絵本からうまれたおいしいレシピ  3 　きむら かよ∥レシピづくり 　宝島社 展   596.6 /ｴ /3       

49 物語や絵本のお菓子ティータイムレシピ 　北野 佐久子∥著 　集英社 展   596.6 /ｷ     

50 近藤幸子のしあわせ絵本レシピ 　近藤 幸子∥著 　白泉社 展   596.6 /ｺ     

51 まんがキッチン 　福田 里香∥著 　アスペクト 展   596.6 /ﾌ        

52 物語のおやつ 　松本 侑子∥著 　WAVE出版 展   596.6 /ﾏ        

53 カレルチャペック紅茶店のabcティータイム 　山田 詩子∥著 　白泉社 展   596.7 /ﾔ        
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54 カレルチャペック紅茶店のレシピ 　山田 詩子∥著 　白泉社 展   596.7 /ﾔ        

55 ピーターラビット紀行 　新井 満∥著 　河出書房新社 展   726.5 /ｱ        

56 絵本作家という仕事 　講談社∥編 　講談社 展   726.5 /ｴ       

57 絵本美術館のある旅 　MOE編集部∥編 　白泉社 展   726.5 /ｴ        

58 絵本作家のアトリエ  1 　福音館書店母の友編集部∥著 　福音館書店 展   726.5 /ｴ /1       

59 絵本作家のアトリエ  2 　福音館書店母の友編集部∥著 　福音館書店 展   726.5 /ｴ /2       

60 絵本の作家たち  1 　小野 明∥聞き手 　平凡社 展   726.5 /ｴ /1       

61 絵本の作家たち  2 　小野 明∥聞き手 　平凡社 展   726.5 /ｴ /2       

62 絵本の作家たち  3 　单谷 佳世∥聞き手 　平凡社 展   726.5 /ｴ /3       

63 絵本の作家たち  4 　柴田 こずえ∥聞き手 　平凡社 展   726.5 /ｴ /4       

64 えほんとあそぼう 　杉浦 さやか∥著 　白泉社 展   726.5 /ｽ /        

65 えほんとさんぽ 　杉浦 さやか∥著 　白泉社 展   726.5 /ｽ /

66 チェコへ、絵本を探しに 　谷岡 剛史∥著 　産業編集センター 展   726.5 /ﾀ      

67 ぼくらのなまえはぐりとぐら 　福音館書店母の友編集部∥編 　福音館書店 展   726.5 /ﾎﾞ      

68 作家の家 　F.プレモリ=ドルーレ∥文 　西村書店 展   902.0 /ｻ        

69 子どもの本の書き手たち 　全国学校図書館協議会∥編 　全国学校図書館協議会 展   909   /ｺ        

70 池波正太郎が歩いた京都 　蔵田 敏明∥著 　淡交社 展   910.2 /ｲ      

71 池波正太郎が残したかった「風景」 　池波 正太郎∥ほか著 　新潮社 展   910.2 /ｲ        

72 池波正太郎と歩く京都 　池波 正太郎∥著 　新潮社 展   910.2 /ｲ        

73 遠藤周作と歩く「長崎巡礼」 　遠藤 周作∥著 　新潮社 展   910.2 /ｴ        

74 古地図で歩く大江戸捕物帳 　縄田 一男∥監修 　平凡社 展   910.2 /ｺ        

75 作家の犬 　コロナ　ブックス編集部∥編 　平凡社 展   910.2 /ｻ        

76 作家の犬  2 　コロナ　ブックス編集部∥編 　平凡社 展   910.2 /ｻ /2       

77 作家のおやつ 　コロナ　ブックス編集部∥編 　平凡社 展   910.2 /ｻ        

78 作家の酒 　コロナ　ブックス編集部∥編 　平凡社 展   910.2 /ｻ        

79 作家の食卓 　コロナ　ブックス編集部∥編 　平凡社 展   910.2 /ｻ        

80 作家の旅 　コロナ　ブックス編集部∥編 　平凡社 展   910.2 /ｻ        

81 作家の読書道 　Web本の雑誌∥編 　本の雑誌社 展   910.2 /ｻ        

82 作家の読書道  2 　WEB本の雑誌∥編 　本の雑誌社 展   910.2 /ｻ /2       

83 作家の読書道  3 　Web本の雑誌∥編 　本の雑誌社 展   910.2 /ｻ /3       

84 作家の猫 　コロナ　ブックス編集部∥編 　平凡社 展   910.2 /ｻ        

85 作家の猫  2 　コロナ　ブックス編集部∥編 　平凡社 展   910.2 /ｻ /2       

86 澁澤龍彦のイタリア紀行 　澁澤 龍彦∥著 　新潮社 展   910.2 /ｼ        

87 澁澤龍彦の古寺巡礼 　澁澤 龍彦∥著 　平凡社 展   910.2 /ｼ        

88 みをつくし献立帖 　高田 郁∥著 　角川春樹事務所 展   910.2 /ﾀ        

89 太宰治と旅する津軽 　太宰 治∥著 　新潮社 展   910.2 /ﾀﾞ       

90 文豪が愛した百名山 　中川 博樹∥著 　東京新聞出版局 展   910.2 /ﾅ        

91 十津川警部とたどるローカル線の旅 　西村 京太郎∥[著] 　角川学芸出版 展   910.2 /ﾆ        

92 「御宿かわせみ」東京下町散歩 　東京かわせみの会∥編 　ベストセラーズ 展   910.2 /ﾋ        

93 海坂藩遙かなり 　松田 静子∥編著 　三修社 展   910.2 /ﾌ        

94 藤沢周平心の風景 　藤沢 周平∥著 　新潮社 展   910.2 /ﾌ        

95 文豪が愛し、名作が生まれた温泉宿 　福田 国士∥[著] 　祥伝社 展   910.2 /ﾌ        

96 文豪の家 　高橋 敏夫∥監修 　エクスナレッジ 展   910.2 /ﾌﾞ        

98 松本清張地図帖 　帝国書院編集部∥著 　帝国書院 展   910.2 /ﾏ        

99 賢治と鉱物 　加藤 碵一∥著 　工作舎 展   910.2 /ﾐ        

100 宮沢賢治のお菓子な国 　中野 由貴∥文 　平凡社 展   910.2 /ﾐ        

101 森見登美彦の京都ぐるぐる案内 　森見 登美彦∥著 　新潮社 展   910.2 /ﾓ        

102 浅田次郎と歩く中山道 　浅田 次郎∥著　監修 　中央公論新社 展   915.6 /ｱ        

103 浅田次郎とめぐる中国の旅 　浅田 次郎∥著　監修 　講談社 展   915.6 /ｱ        

104 アガサ・クリスティを訪ねる旅 　平井 杏子∥著 　大修館書店 展   930.2 /ｸ        

105 ようこそローラの小さな家へ 　C.S.コリンズ∥著 　東洋書林 展   930.2 /ﾜ        

ティーンズ図書

106 妖怪アパートの幽雅な食卓 　香月 日輪∥原作 　講談社 展   910.2 /ｺ      


