展示期間：2022/5/23(月)～6/13(月)

2Fミニ企画展示

カメラと写真
皆さん、写真はお好きですか？旅先での思い出、特別な記念日や行事、美しい風景、何気ない日常…
心に留めておきたい一瞬を残そうと、シャッターを切る方も多いことでしょう。
今回の展示では、カメラや写真にまつわる色んな図書を集めました。
書名等
知識ゼロからはじめるPhotoshopの教科書 / ソシムデザイン編集部著. -- ソシム,
2017.9.
Photoshop10年使える逆引き手帖 / 藤本圭著. -- SBクリエイティブ, 2018.7. -- (ああし
たい。こうしたい。).
写真好きのための法律&マナー / 吉川明子著 ; アサヒカメラ編集部 [編]. -- 朝日新聞出
版, 2018.3. -- (アサヒオリジナル . アサヒカメラ特別編集).
幕末 : 秘蔵古写真 / 日本カメラ博物館監修. -- 山川出版社, 2019.4.
レンズが撮らえたオックスフォード大学所蔵幕末明治の日本 / フィリップ・グロー
ヴァー著 ; 三井圭司編. -- 山川出版社, 2017.2.
秘蔵カラー写真で味わう60年前の東京・日本 / J・ウォーリー・ヒギンズ著 ; [正], 続. - 光文社, 2018.10-. -- (光文社新書 ; 969, 1041).
東京レトロ写真帖 / 秋山武雄著 ; 読売新聞都内版編集室編. -- 中央公論新社, 2020.8. -(中公新書ラクレ ; 698).

配置場所

請求記号

2F学生選書

007.637//SO63//3853

3F開架新体系

007.642//F62//9084

3F開架新体系

021.2//Y89//7879

3F開架新体系

210.58//B15//9260

3F開架新体系

210.58//G88//8583

4F新書版

210.76//H55//0494

4F新書版

213.61//A38//4657//西
田蔵書

カメラが撮らえた大阪の昭和 / 『歴史読本』編集部編. -- KADOKAWA, 2013.11.

3F開架新体系

216.3//R25//5149

平成の大阪 / 産経新聞社写真. -- 光村推古書院, 2019.3.

3F開架新体系

216.3//SA63//3845

レンズが撮らえた19世紀英国 / 海野弘他著. -- 山川出版社, 2016.8.

3F開架新体系

233.06//U76//5403

4F新書版

316.1//N71//2772

SNS時代の写真ルールとマナー / 日本写真家協会編. -- 朝日新聞出版, 2016.7. -- (朝日
新書 ; 572).
フィールド写真術 / 秋山裕之, 小西公大編. -- 古今書院, 2016.12. -- (100万人のフィー
ルドワーカーシリーズ ; 14).
三村幸一が写した大阪・兵庫 / 大阪歴史博物館, 関西大学なにわ大阪研究センター編. -清文堂出版, 2018.2. -- (昭和の民俗と世相 ; 1).
ニッポン離島の祭り = Festivals of outlying islands in Japan / 箭内博行写真・文. -- グ
ラフィック社, 2018.9.

4F開架新体系
4F開架新体系
4F開架新体系

361.9//H99//5555//西田
蔵書
382.1//SH97//2124
386.1//Y54//9966//西田
蔵書

顔! : パプアニューギニアの祭り / 西江雅之著. -- 左右社, 2018.5.

4F開架新体系

386.736//N81//9407

世界一うつくしい植物園 / 木谷美咲文. -- エクスナレッジ, 2016.3.

3F開架新体系

470.76//KI84//1835

3F開架新体系

520.87//SE22//0736

写真が語る「百番」と飛田新地 / 橋爪紳也, 上諸尚美著. -- 洋泉社, 2019.4.

3F開架新体系

521.8//H38//7533

日本の窓 / 日竎貞夫写真 ; 高岡一弥アートディレクション. -- ピエ・ブックス, 2010.2.

3F開架新体系

521.8//H54//8851

いい階段の写真集 / BMC著 ; 西岡潔写真. -- パイインターナショナル, 2014.1.

3F開架新体系

523.1//B59//5935

いいビルの写真集 : west / BMC著 ; 西岡潔写真. -- パイインターナショナル, 2012.7.

3F開架新体系

523.1//B59//7079

3F開架新体系

526.37//P15//1470

3F開架新体系

535.85//B64//2802

2F学生選書

535.85//KO98//5988

3F開架新体系

535.85//N35//6695

3F開架新体系

535.85//O26//6794

世界の美しい市場. -- エクスナレッジ, 2017.5.

2F学生選書

673.7//SE22//1135

世界の露店. -- パイインターナショナル, 2016.1.

2F学生選書

673.7//SE22//1209

2F学生選書

709//A18//8337

世界の名建築 = Architectual masterpieces in the world. -- パイインターナショナル,
2014.5.

世界の美しい学校 = Beautiful schools around the world / パイインターナショナル編
著. -- パイインターナショナル, 2019.4.
ポラロイド伝説 : 無謀なほどの独創性で世界を魅了する / クリストファー・ボナノス著
; 千葉敏生訳. -- 実務教育出版, 2013.9.
体系的に学ぶデジタルカメラのしくみ / 神崎洋治, 西井美鷹著. -- 第4版. -- 日経BP社.
デジタルカメラ大競争 : 日本企業の国際競争力の源泉 / 中道一心著. -- 同文舘出版,
2013.12. -- (高知大学経済学会研究叢書 ; 第11号).
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,
2001.9. -- (朝日選書 ; 684).

ロマンティック世界遺産 = Romantic world heritage / アフロ写真. -- パイインターナ
ショナル, 2014.9.
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書名等

配置場所

請求記号

ミステリアス世界遺産. -- パイインターナショナル, 2015.6.

2F学生選書

709//MI55//8338

海底美術館 / ジェイソン・デカイレス・テイラー, ジェームズ・バクストン著 ; 内山卓
則, 尾澤和幸訳. -- 日経ナショナルジオグラフィック社. -- (ナショナルジオグラフィッ

2F学生選書

ク).
写真の物語 : イメージ・メイキングの400年史 / 打林俊著. -- 森話社, 2019.7.
ありのままのイメージ : スナップ美学と日本写真史 / 甲斐義明著. -- 東京大学出版会,

717.087//TA98//4527//
西田蔵書

3F開架新体系

740.2//U13//6431

3F開架新体系

740.21//KA21//0446

4F新書版

740.21//TO67//5247

日本写真史 / 鳥原学著 ; 下. -- 中央公論新社, 2013.12. -- (中公新書 ; 2247-2248).

4F新書版

740.21//TO67//5248

ユージン・スミス : 水俣に捧げた写真家の1100日 / 山口由美著. -- 小学館, 2013.4.

3F開架新体系

740.253//Y24//8237

写真論 : 距離・他者・歴史 / 港千尋著. -- 中央公論新社, 2022.1. -- (中公選書 ; 123).

3F開架新体系

740.4//MI39//4029

新写真論 : スマホと顔 / 大山顕著. -- ゲンロン, 2020.3. -- (ゲンロン叢書 ; 005).

3F開架新体系

740.4//O95//2692

写真を愉しむ / 飯沢耕太郎著. -- 岩波書店, 2007.11. -- (岩波新書 ; 新赤版 1106).

4F新書版

740//I98//9272

カメラ至上主義! / 赤城耕一著. -- 平凡社, 2003.6. -- (平凡社新書 ; 187).

4F新書版

742.5//A29//9190

カメラとレンズのしくみがわかる光学入門 / 安藤幸司著. -- インプレス, 2019.7.

2F学生選書

742.5//A47//5987

クラシックカメラ便利帖 / 馬淵勇著. -- 平凡社, 2003.7. -- (平凡社新書 ; 190).

4F新書版

742.5//MA12//0767

4F新書版

743.4//TO67//0301

2021.6.
日本写真史 / 鳥原学著 ; 上. -- 中央公論新社, 2013.12. -- (中公新書 ; 2247-2248).

写真のなかの「わたし」 : ポートレイトの歴史を読む / 鳥原学著. -- 筑摩書房, 2016.3.
-- (ちくまプリマー新書 ; 251).

森の探偵 : 無人カメラがとらえた日本の自然 / 宮崎学, 小原真史著. -- 亜紀書房, 2017.7. 3F開架新体系
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, 2014.3. -- (ブルーバックス ; B-1858).
露出を極める / ブライアン・ピーターソン著 ; 武田正紀, 関利枝子訳. -- 日経ナショナ
ルジオグラフィック社. -- (ナショナルジオグラフィック . プロの撮り方).
失われた世界の記憶 : 幻灯機がいざなう世界旅行 / シャーロット・フィール, ジェーム

4F新書版
2F学生選書

743.6//MI88//2220
743//MI36//8861
743//P45//4523//西田蔵
書

3F開架新体系

746.8//F25//0875

3F開架新体系

748//H48//8298

少女古写真館 / 飯沢耕太郎著. -- 筑摩書房, 2001.12. -- (ちくま学芸文庫).

3F文庫版

748//I98//7917

未来ちゃん / 川島小鳥著. -- ナナロク社, 2011.4.

7F新体系

748//KA97//3581

大阪写新世界 / 日本建築写真家協会著. -- 日本建築写真家協会.

2F学生選書

748//N71//3965

3F開架新体系

748//SA37//7264

ス・R・ライアン著. -- 光村推古書院, 2016.1.
時代を語る : 林忠彦の仕事 = The works of Hayashi Tadahiko : capturing an Era / 林
忠彦写真. -- 光村推古書院, 2018.4.

夕陽丘の四季 = Yuhigaoka through the four seasons : 阪田収写真集 / 阪田収著. -- 東
方出版, 2005.7.
世界図書館遺産 : 壮麗なるクラシックライブラリー23選 / ギヨーム・ド・ロビエ写真 ;
ジャック・ボセ著 ; 遠藤ゆかり訳. -- 創元社, 2018.5.
大阪市の昭和 : 写真アルバム / 野村明紘編集・制作. -- 樹林舎.

3F開架新体系
3F開架大型本

L012//L36//7760//西田
蔵書
L216.3//N95//0847

ナショナルジオグラフィックビジュアル大全 : 発見と探求の歴史 : 125周年記念出版 /
マーク・コリンズ・ジェンキンス著 ; 藤井留美訳. -- 日経ナショナルジオグラフィック 3F開架大型本

L290.6//J36//0262

社.
世界の秘密都市 : ビジュアルストーリー / ジュリアン・ビークロフト著 ; 大島聡子訳. -

L290.87//B32//9111//西

- 日経ナショナルジオグラフィック社. -- (National geographic).
秘密の地下世界 / ナショナルジオグラフィック編著. -- 日経ナショナルジオグラフィッ
ク社. -- (ナショナルジオグラフィック).
Satellite / 佐藤健寿著. -- 朝日新聞出版, 2015.9.

3F開架新体系
3F開架大型本
3F開架大型本

田蔵書
L290.87//N57//9059
L290.87//SA85//7926//
西田蔵書

素顔の動物たち : ナショナルジオグラフィック傑作写真ワイルドライフ / 関利枝子訳. - 2F学生選書大型

L481.7//SU26//4550//西

- 日経ナショナルジオグラフィック社.

本

田蔵書

3F開架大型本

L526.37//L36//0998

2F学生選書大型

L748//N55//4526//西田

3F開架新体系

L748//TH1//7754

世界の最も美しい大学 / ギヨーム・ド・ロビエ写真 ; ジャン・セロワ本文 ; 藤村奈緒美
日本語訳. -- エクスナレッジ, 2016.2.
ナショナルジオグラフィック傑作写真ベスト100. -- 日経ナショナルジオグラフィック
My room : 天井から覗く世界のリアル : 55ヵ国1200人のベッドルーム / ジョン・サッ
クレー著. -- ライツ社, 2018.3.
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