
2017年度第4回　田町閲覧室展示　ブックリスト

No. タイトル 編著者 出版社 出版年月 所蔵場所 請求記号

1 ハッピー!フォトグッズ : Photoshopですてきな写真雑貨ができる本 井上のきあ [ほか] 著 翔泳社 2009年11月 小図開架 007.6/I57

2 北欧の、おとぎばなしと雑貨たち 斎藤志乃著 ピエ・ブックス 2009年6月 市図開架 293/SA

3
ismil : ファッション、雑貨、マーケット、酒井景都の「Lovely」ロンド
ン案内

酒井景都著
マーブルトロン
中央公論新社 (発売)

2009年2月 市図開架 293/SA

4
旅鞄 (トランク) いっぱいのパリ・ミラノ : 文房具・雑貨のトラベラー
ズノート

堤信子著 本の泉社 2011年5月 市図開架 580/TS

5 旅鞄 (トランク) いっぱいの京都・奈良 : 文房具と雑貨の旅日記 堤信子著 枻出版社 2012年4月 市図開架 580/TS

6 旅鞄 (トランク) いっぱいのパリふたたび : 文具と雑貨をめぐる旅 堤信子著 実業之日本社 2014年8月 市図開架 580/TS

7 旅鞄 (トランク) いっぱいの京都ふたたび : 文具と雑貨をめぐる旅 堤信子著 実業之日本社 2015年3月 市図開架 580/TS

8 世界でみつけたこれ、なぁに? 神林千夏著
スペースシャワーブックス
スペースシャワーネットワーク
(発売)

2013年11月 市図開架 580/KA

9 台湾の宝もの 中田桃子, 桜井みすず文 ; 阿朗写真
TOKIMEKIパブリッシング
角川グループパブリッシング
(発売)

2009年7月 多図開架 589/NA

10
小さなてまりとかわいい雑貨 : 糸をかがって、ころころ、てんてん =
Little temari & accessories

寺島綾子著 日本文芸社 2014年11月 小図開架 594/Te47

11 はじめよう!小さな雑貨屋さん 佐橋賢治著 同文舘出版 2012年6月 多図開架 673/SA

12 日本の「かわいい」図鑑 : ファンシー・グッズの100年 中村圭子編 河出書房新社 2012年4月 市図開架 726/NA
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1 仕事文具 土橋正著 東洋経済新報社 2016年4月 市図開架 580/TS

2 文具の流儀 : ロングセラーとなりえた哲学 土橋正著 東京書籍 2011年8月
市図開架
多図開架

580/TS
589/TS

3 文房具を買いに 片岡義男著
角川書店
角川グループパブリッシング
(発売)

2010年5月 多図開架 589/KA//S

No. タイトル 編著者 出版社 出版年月 所蔵場所 請求記号

1 指輪の文化史 浜本隆志著 白水社 2004年4月
市図開架
多図開架

///S
383/HA

2 インディアン*アイテム100% 石黒謙吾構成編 リブロポート 1997年9月 多図開架 383/IS

3 ノリゲ : 伝統韓服の風雅 李京子著 ; 金明順訳 東方出版 2010年2月
市図開架
多図開架

383/LE
383/LE

4 パリジェンヌのロマンティックなアクセサリー エディシォン・ドゥ・パリ編
エディシォン・ドゥ・パリ
アシェット婦人画報社 (発売)

2009年4月 市図開架 750/ED

5
アンティークジュエリー : 小さな美の世界 : ジュエリー美術職人が
遺したもの

黒岩トシオ著 柏書店松原 2007年2月 市図開架 750/KU

6
ジュエリーの歩み100年 : 近代日本の装身具一八五〇--一九五
〇 = One hundred years of jewellery in Japan : 1850-1950

関昭郎企画 ; 関昭郎, 大橋紀生編集 美術出版社 2005年5月 多図開架 750/SE

7 ジュエリーの世界史 山口遼著 新潮社 2016年7月
市図開架
多図開架

///S
/新潮文庫//S
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1 装丁道場 : 28人がデザインする『吾輩は猫である』 グラフィック社編集部編 グラフィック社 2010年7月 市図開架 022/GU

2 デザイン室 鈴木成一著 イースト・プレス 2014年8月 市図開架 022/SU

No. タイトル 編著者 出版社 出版年月 所蔵場所 請求記号

1
一瞬で心をつかむパッケージデザインの見本帳 : 商品価値を高め
るアイデアと技法

フレア編
エムディエヌコーポレーション
インプレスコミュニケーションズ
(発売)

2014年4月 田町開架 675/FU

2
エコ・パッケージデザイン : 世界のエコ&スタイリッシュなパッケー
ジ・コレクション = Eco packaging design

モンサパブリケーションズ編 ;
和田侑子訳

グラフィック社 2012年4月 市図開架 675/MO

3 人気デパ地下"スイーツ"パッケージ図鑑
日経デザイン編 ; 廣川淳哉, 西山薫,
西村真理子著

日経BP社
日経BPマーケティング (発売)

2014年9月 多図開架 675/NI

4
Pack! : ボトル・ラベル・箱・テクスチュア・袋・外形・紙・色彩・品ぞろ
え

ファビオラ・レイエス著 グラフィック社 2008年11月 多図開架 675/RE

No. 雑誌タイトル 特集タイトル 出版社 巻次 所蔵場所 請求記号

1 アイデア : デザイン・宣伝・販売 = Idea ブックデザイナー鈴木一誌の仕事 誠文堂新光社
65(4)　 №379
2017年10月

田町開架 A7h/251

2 デザインノート : デザインのメイキングマガジン = Design note
デザイナー60人が魅せる小型グラ
フィックス

誠文堂新光社 №60　2015年 田町開架 A7h/262

3 日経デザイン= Nikkei design 売れる文具・雑貨のつくりかた 日経BP社
№366

2017年12月
田町開架 A7h/280

雑誌の関連特集
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