
2013年度第2回　市ヶ谷田町校舎閲覧室　ミニ展示　展示リスト

No. タイトル 編著者 出版社 出版年月 所蔵場所 請求記号

1 江戸散歩・東京散歩
 : 切り絵図・古地図で楽しむ、最新東京地図で歩く100の町と道

成美堂出版 2005年3月 小図開架 291.3/E24//T

2 江戸の風景 : 完全版 双葉社 2010年10月 市図開架 219.3/ED

3 大江戸幕末今昔マップ
 : 古地図で歩く、幕末と江戸の面影

かみゆ歴史編集部編 新人物往来社 2012年9月 市図開架 291.3/KA

4 浮世絵と古地図でめぐる江戸名所散歩 竹村誠編 JTBパブリッシング 2011年3月 市図開架 291.3/TA

5 江戸を歩く 田中優子著 ; 石山貴美子写真 集英社 2005年11月
市図開架
多図開架

///S
/19/1/S
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6 江戸衣装図鑑 菊地ひと美著画 東京堂出版 2011年11月
市図開架
多図開架

383/KI

7 江戸のきものと衣生活 丸山伸彦編著 小学館 2007年6月 市図開架 383/MA

8 江戸デザイン学。 ペン編集部編 阪急コミュニケーションズ 2010年3月 市図開架 702.1/PE

9
浮世絵を知りたい。
 : 世界に誇る"江戸のイラストレーション"のすべて
 : 完全保存版

白倉敬彦監修・編
学研パブリッシング
学研マーケティング (発売)

2012年6月 多図開架 721/SH

10 江戸の美
 : きものデザイン = Beauty of the Edo period : kimono design

女子美術大学監修 東京美術 2011年3月 市図開架 750/ED
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11 絵でみる江戸の町とくらし図鑑
 : 時代小説のお供に

江戸人文研究会編
 ; 善養寺ススム絵・文

広済堂あかつき株式会社出版
事業部

2011年6月
市図開架
多図開架

215/ED

12
江戸の暮らし
 : フルカラーCG浮世絵古写真ビジュアルで甦る江戸の町と生活文化遊び
 : 完全版

双葉社 2010年4月 多図開架 219.3/ED

13 Tokugawa 15
 : 徳川将軍15人の歴史がdeepにわかる本

堀口茉純文・絵 草思社 2011年9月 市図開架 288/HO

14 錦絵が語る江戸の食 松下幸子著 遊子館 2009年7月
市図開架
多図開架

383/MA

15 絵で見る江戸の女たち 原田伴彦, 遠藤武, 百瀬明治著 柏書房 2006年11月 多図開架 384/HA

16 いいねぇ〜江戸売り声
 : 絵で見る商いの原風景

宮田章司著 ; 瀬知エリカ画 素朴社 2012年1月 多図開架 384/MI

17 絵で読む江戸の病と養生 酒井シヅ著 講談社 2003年6月
市図開架
多図開架

490/SA

18 江戸時代日本の家
 : 人々はどのような家に住んでいたか

大岡敏昭著 相模書房 2011年10月 田町開架 521/OO

19 図説浮世絵に見る江戸の一日
 : 新装版

藤原千恵子編 河出書房新社 2008年8月 市図開架 721/FU

20 大江戸美味草紙 杉浦日向子著 新潮社 2001年6月
市図開架
多図開架

///S
/新潮文庫//S
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21 江戸っ子はなぜ宵越しの銭を持たないのか?
 : 落語でひもとくニッポンのしきたり

田中優子著 小学館 2010年6月
市図開架
多図開架

382/TA
382/TA//S

22 江戸の遊戯
 : 貝合せ・かるた・すごろく

並木誠士著 青幻舎 2007年7月
市図開架
多図開架

384/NA

23 江戸の花競べ
 : 園芸文化の到来

小笠原左衛門尉亮軒著 青幻舎 2008年4月 多図開架 620/OG

24 すぐわかる楽しい江戸の浮世絵
 : 江戸の人はどう使ったか

田辺昌子, 湯浅淑子執筆 東京美術 2008年9月
市図開架
多図開架

721/TA

25 ねこと国芳
金子信久著 ; パメラ三木, カーステ
ン・マッカイバー訳

パイインターナショナル 2012年10月 市図開架 721/UT

26 江戸の大衆芸能
 : 歌舞伎・見世物・落語

川添裕著 青幻舎 2008年11月
市図開架
多図開架

774/KA

27 夢の江戸歌舞伎
 : 絵本

服部幸雄文 ; 一ノ関圭絵 岩波書店 2001年4月
市図開架
多図閉架
小図閉架

774/IC//L
774/83
774/H44

28 江戸落語便利帳 吉田章一著 青蛙房 2008年1月 市図開架 779/YO
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