
2014年度第3回　市ヶ谷田町校舎閲覧室　ミニ展示　展示リスト

カメラの種類・歴史
No. タイトル 編著者 出版社 出版年月 巻次 所蔵場所 請求記号

1 フジフイルム・写ルンです 美術出版社 2002年5月 小図閉架 501.8/Sa85-1

2 国産カメラ開発物語 : カメラ大国を築いた技術者たち 小倉磐夫著 朝日新聞社 2001年9月
市図開架
多図開架
小図開架

530/OG
535/OG
535.8/O26//KAI

3 コニカカメラの50年 : コニカI型からヘキサーRFへ 宮崎繁幹著 朝日ソノラマ 2003年12月 多図閉架 535/34

4
クラシックカメラ : 埋もれた銘機たち Classic camera
anthology

馬淵勇著 勁草書房 1996年7月 多図開架 535/MA

5 写して楽しむクラシックカメラ 伊藤二良著 写真工業出版社 2005年12月 pt. 3 小図閉架 742.5/I89/3

6 魅力再発見・二眼レフ : フィルムカメラ派へのメッセージ 写真工業出版社 2006年7月 小図閉架 742.5/Mi49

7 ライカの歴史 中川一夫著 写真工業出版社 1982年 小図閉架 742.5/N32a

8
図解・カメラの歴史
 : ダゲールからデジカメの登場まで

神立尚紀著 講談社 2012年8月
市図開架
多図開架
小図開架

///S
535/KO//S
408/B59/1781/S

9 カメラに訊け! : 知的に遊ぶ写真生活 田中長徳著 筑摩書房 2009年3月
市図開架
多図開架

///S
/ちくま/771/S
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撮影・編集方法
No. タイトル 編著者 出版社 出版年月 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 007.6/I57

2
写真の色補正・加工に強くなる
 : レタッチ&カラーマネージメント知っておきたい97の知識
と技

上原ゼンジ著 技術評論社 2011年12月 007.6/UE

3 考えるピント : クラシックカメラ実用入門 田中長徳著 岩波書店 2002年9月 081/I95/44/S

4
美しい日本の風景1000 : 写真を撮るならココがベストス
ポット : 全国撮影地ガイド

フォトカルチャー倶楽部編
日経ナショナルジオグラフィック社
日経BPマーケティング(発売)

2011年8月 291/FO

5
星・月・夜空の撮影術
 : デジタルカメラが変える新しい星の写真世界

田中達也写真・解説 玄光社 2014年2月 442/Ta84

6
商品撮影ライティング
 : デジタル時代にも役立つ商品ライティングテクニック

玄光社 2008年1月 674/SH

7
ナショナルジオグラフィックプロの撮り方
 : 人物写真 : 心の内面を写し取る

ロバート・カプート著 ; 花田知恵, 外山厚
子, 小笠原景子訳

日経ナショナルジオグラフィック社
日経BP出版センター (発売)

2005年12月
740/CA
743.4/C16//KAI

8
ナショナルジオグラフィックプロの撮り方
 : 風景写真 : 景観の臨場感を出す

ロバート・カプート著 ; 村田綾子, 田辺久
美江, 佐藤利恵訳

日経ナショナルジオグラフィック社
日経BP出版センター(発売)

2005年12月
740/CA
743.5/C16//KAI

9 写真の撮り方ハンドブック 河野鉄平写真・著 誠文堂新光社 2008年8月 740/KO

10 写真の構図ハンドブック 河野鉄平写真・著 誠文堂新光社 2012年6月 740/KO

11
ともかくもっとカッコイイ写真が撮りたい!
 : ちょっとしたコツで思った通りの雰囲気にする

荻窪圭文 ; 木村文平 [ほか] 写真
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)

2011年1月 740/OG

12
モノクロ写真 : デジタルで簡単にできる
 : フィルムの技法も紹介

リチャード・オルセニウス文・写真 ; 佐藤
利恵, 田辺久美江, 花田知恵訳

日経ナショナルジオグラフィック社
日経BP出版センター(発売)

2006年2月 740/OL

13
ともかくカッコイイ写真が撮りたい!
 : もう自分の写真に満足できない

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)

2010年2月 740/TO

14
デジタル一眼レフで撮る鉄道撮影術入門
 : 撮り方がわかれば誰でもベストショットをものにできる!

青木英夫著 ソフトバンククリエイティブ 2009年6月 746/A53//S

15
プロに学ぶデジタルカメラ「ネイチャー」写真術
 : 感動をあたえる写真とはなにか

水口博也著 講談社 2014年3月
///S
408/B59/1858/S

小図開架

所蔵場所

小図開架

市図開架

小図開架

多図開架

多図開架

田町開架

小図開架

市図開架
小図開架

田町開架

多図開架
小図開架

多図開架
小図開架

多図開架

多図開架

田町開架
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写真集ほか
No. タイトル 編著者 出版社 出版年月 巻次 所蔵場所 請求記号

1 昆虫 : ファーブルの写真集
ポール=H・ファーブル, ジャン=H・ファー
ブル著 ; 山内了一訳・文

新樹社 2008年10月
市図開架
小図開架

486/FA//L
486/F11

2 現場紀信 篠山紀信著
日経BP社
日経BPマーケティング (発売)

2012年12月 市図開架 510/SH

3 写真集 : 誰かに贈りたくなる108冊 森岡督行著 ; 平野太呂写真 平凡社 2011年9月 多図閉架 740/106

4
ジャパニーズ・フォトグラファーズ
 : 14人の写真家たちの「いま」

飯沢耕太郎著 白水社 2005年12月 市図開架 740/II

5 きょうも、いいネコに出会えた : ニッポンの猫写真集 岩合光昭著 日本出版社 2002年12月 多図開架 740/IW//L

6 小笠原 : 世界遺産 三好和義著 朝日新聞出版 2011年9月 市図開架 740/MI

7 Tokyo nobody : 中野正貴写真集 中野正貴著 リトル・モア 2000年8月 市図開架 740/NA

8 幕末・明治の写真 小沢健志編 筑摩書房 1997年7月 田町開架 740/OZ

9 じいちゃんさま 梅佳代著 リトルモア 2008年8月 市図開架 740/UM

10 36フォトグラファーズ : 木村伊兵衛写真賞の30年 朝日新聞社 2005年4月 市図閉架 748/37

11 Japan underground 内山英明著 アスペクト
2000年9月-
2003年4月

1 多図閉架 748/144/1
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