平成24年度 専門図書リスト 【1月5日現在 随時更新】
※今年度教員に選定していただいた学生さんが必読すべき資料のリストです。
薄緑の網掛けをしているものが今回新たにリストに追加したものです。新着図書コーナーにある場合もあります。
学部/大学院
学部

学科名

教員名

ビジュアルデザイン学科 高 台泳

清水 薫
二階堂 薫

廣中 薫

タイトル・著者
シンプリシティの法則 / ジョン・マエダ著 ; 鬼澤忍訳. -- 東洋経済新
報社, 2008.
イリュージョニスト / シルヴァン・ショメ監督・脚色・キャラクターデザイ
ン・作曲 ; ボブ・ラスト, サリー・ショメ製作. -- ウォルト・ディズニー・ス
タジオ・ジャパン, 2010. -- (三鷹の森ジブリ美術館ライブラリー). v.
岡本忠成作品集 = Tadanari Okamoto film works / 片山雅博企画協
力・監修 ; : セット - 特典ディスク. -- ジェネオンユニバーサル・エンタ
テインメント, 2009. v.
岡本忠成作品集 = Tadanari Okamoto film works / 片山雅博企画協
力・監修 ; : セット - 特典ディスク. -- ジェネオンユニバーサル・エンタ
テインメント, 2009. v.
岡本忠成作品集 = Tadanari Okamoto film works / 片山雅博企画協
力・監修 ; : セット - 特典ディスク. -- ジェネオンユニバーサル・エンタ
テインメント, 2009. v.
岡本忠成作品集 = Tadanari Okamoto film works / 片山雅博企画協
力・監修 ; : セット - 特典ディスク. -- ジェネオンユニバーサル・エンタ
テインメント, 2009. v.
ノーフューチャー / ジュリアン・テンプル監督 ; アニタ・キャマラタ, アマ
ンダ・テンプル製作. -- トランスフォーマー, 2009. v.
胸からジャック。 : 心にささる一行メッセージのつくりかた。 / 眞木準
著. -- 大和書房, 2007.
何度も読みたい広告コピー. -- パイインターナショナル, 2011.
おまんのモノサシ持ちや! : 土佐の反骨デザイナー・梅原真の流儀 /
篠原匡著. -- 日本経済新聞出版社, 2010.
ふしぎなキリスト教 / 橋爪大三郎, 大澤真幸著. -- 講談社, 2011. -(講談社現代新書 ; 2100).
セザンヌ : NHK巨匠たちの肖像 ; [Book]. -- 小学館クリエイティブ,
2010. -- (小学館クリエイティブDVD bookセレクション . DVD美術館)
ドガ : NHK巨匠たちの肖像 ; [Book]. -- 小学館クリエイティブ, 2010.
-- (小学館クリエイティブDVD bookセレクション . DVD美術館).
マネ : NHK巨匠たちの肖像 ; [Book]. -- 小学館クリエイティブ, 2010.
-- (小学館クリエイティブDVD bookセレクション . DVD美術館).
ゴッホ : NHK巨匠たちの肖像 ; [Book]. -- 小学館クリエイティブ,
2010. -- (小学館クリエイティブDVD bookセレクション . DVD美術館).
Cy Twombly : catalogue raisonné of the paintings / edited by Heiner
Bastian ; : set - v. 5. -- Schirmer/Mosel, 1992.

配置場所

請求記号

2Ｆ

159/MAE

1Ｆ ＡＶ資料

A778.77/IRY

1Ｆ ＡＶ資料

A778.77/OKA/1

1Ｆ ＡＶ資料

A778.77/OKA/2

1Ｆ ＡＶ資料

A778.77/OKA/3

1Ｆ ＡＶ資料

A778.77/OKA/4

1Ｆ ＡＶ資料

A767.8/NOO

1Ｆ

674/MAK

1Ｆ

674/NAN

1Ｆ

727.021/UMEs

2Ｆ 文庫・新書 B190/HAS
1Ｆ

723.35/CEZ

1Ｆ

723.35/DEG

1Ｆ

723.35/MAN

1Ｆ

723.359/GOH

1Ｆ

723.53/TWO/5

前田 年昭

Japanese illustration now / Cristian Campos ; [translated from
1Ｆ
Spanish by Matthew Clarke]. -- Thames & Hudson, 2011.
セザンヌ : NHK巨匠たちの肖像 / NHKエデュケーショナル企画・制作
; [DVD]. -- 小学館クリエイティブ, 2010. -- (小学館クリエイティブ
1Ｆ
DVD bookセレクション . DVD 美術館 ; 5). v.
ドガ : NHK巨匠たちの肖像 / NHKエデュケーショナル企画・制作 ;
[DVD]. -- 小学館クリエイティブ, 2010. -- (小学館クリエイティブDVD 1Ｆ
bookセレクション . DVD 美術館 ; 4). v.
マネ : NHK巨匠たちの肖像 / NHK, NHKエデュケーショナル企画・制
作 ; [DVD]. -- 小学館クリエイティブ, 2010. -- (小学館クリエイティブ 1Ｆ
DVD bookセレクション . DVD 美術館 ; 1). v.
ゴッホ : NHK巨匠たちの肖像 / NHK, NHKエデュケーショナル企画・
制作 ; [DVD]. -- 小学館クリエイティブ, 2010. -- (小学館クリエイティ 1Ｆ
ブDVD bookセレクション . DVD 美術館 ; 2). v.
本のれきし5000年 / 辻村益朗作. -- 福音館書店, 1992. -- (たくさん
2Ｆ
のふしぎ傑作集).
壽岳文章書物論集成 / 寿岳文章著. -- 沖積舎, 1989.
2Ｆ
書物にとっての美 / 本庄美千代, 北澤智豊企画編集. -- 武蔵野美術
2Ｆ
大学美術館・図書館, 2012. -- (近現代のブックデザイン考 ; 1).
支配と文字 / 平川南 [ほか] 編. -- 吉川弘文館, 2004. -- (文字と古
2Ｆ
代日本 ; 1).
文字による交流 / 平川南 [ほか] 編. -- 吉川弘文館, 2005. -- (文字
2Ｆ
と古代日本 ; 2).
流通と文字 / 平川南 [ほか] 編. -- 吉川弘文館, 2005. -- (文字と古
2Ｆ
代日本 ; 3).
神仏と文字 / 平川南 [ほか] 編. -- 吉川弘文館, 2005. -- (文字と古
2Ｆ
代日本 ; 4).
文字表現の獲得 / 平川南 [ほか] 編. -- 吉川弘文館, 2006. -- (文字
2Ｆ
と古代日本 ; 5).
紙漉村旅日記 / 壽岳文章, 壽岳静子著. -- 覆刻. -- 沖積舎, 2003. 1Ｆ
書体を創る : 林隆男タイプフェイス論集 / 林隆男著. -- ジャストシス
1Ｆ
テム, 1996.
ひらがな / 佐藤敬之輔著 ; 上, 下. -- 丸善, 1964. -- (文字のデザイ
1Ｆ
ン ; 2-3).
ひらがな / 佐藤敬之輔著 ; 上, 下. -- 丸善, 1964. -- (文字のデザイ
1Ｆ
ン ; 2-3).
文字の意匠 / 小野寺啓治著. -- 東京美術, 1975.
1Ｆ
角川書道字典 / 伏見冲敬編. -- 角川書店, 1977.
1Ｆ
日本書史 / 石川九楊著. -- 名古屋大学出版会, 2001.
1Ｆ
近代書史 / 石川九楊著. -- 名古屋大学出版会, 2009.
1Ｆ
中國書史 / 石川九楊著. -- 京都大学学術出版会, 1996.
1Ｆ
明朝体の歴史 / 竹村真一著. -- 思文閣出版, 1986.
1Ｆ

726.5/CAM
ＡＶ資料

A723.35/SEZ

ＡＶ資料

A723.35/DOG

ＡＶ資料

A723.35/MAN

ＡＶ資料

A723.359/GOH
020.2/TSU
020.4/JUG
022.5/KIN/1【指定図
書】
210.3/MOJ/1
210.3/MOJ/2
210.3/MOJ/3
210.3/MOJ/4
210.3/MOJ/5
585.6/JUG
727.8/HAY
727.8/MOJ/2
727.8/MOJ/3
727.8/ONO
R728.033/KAD
728.21/ISH
728.21/ISH
728.22/ISH
749.41/TAK

明朝活字 : その歴史と現状 / 矢作勝美著. -- 平凡社, 1976.
1Ｆ
SRサイタマノラッパー : 日常は終わった。それでも物語は続く / 入江
1Ｆ
悠責任編集. -- 角川メディアハウス, 2012.
文字の博物館 / J.B.シルヴェストル著 ; 田中一光構成. -- 白水社, 2Ｆ
民族のことばの誕生 / 亀井孝, 大藤時彦, 山田俊雄編. -- 平凡社,
2Ｆ
1963. -- (日本語の歴史 / 亀井孝, 大藤時彦, 山田俊雄編 ; 1).
文字とのめぐりあい / 亀井孝, 大藤時彦, 山田俊雄編. -- 平凡社,
2Ｆ
1963. -- (日本語の歴史 / 亀井孝, 大藤時彦, 山田俊雄編 ; 2).
言語芸術の花ひらく / 亀井孝, 大藤時彦, 山田俊雄編. -- 平凡社,
2Ｆ
1964. -- (日本語の歴史 / 亀井孝, 大藤時彦, 山田俊雄編 ; 3)
移りゆく古代語 / 亀井孝, 大藤時彦, 山田俊雄編. -- 平凡社, 1964. 2Ｆ
- (日本語の歴史 / 亀井孝, 大藤時彦, 山田俊雄編 ; 4).
近代語の流れ / 亀井孝, 大藤時彦, 山田俊雄編. -- 平凡社, 1964. 2Ｆ
- (日本語の歴史 / 亀井孝, 大藤時彦, 山田俊雄編 ; 5).
新しい国語への歩み / 亀井孝, 大藤時彦, 山田俊雄編. -- 平凡社,
2Ｆ
1965. -- (日本語の歴史 / 亀井孝, 大藤時彦, 山田俊雄編 ; 6).
世界のなかの日本語 / 亀井孝, 大藤時彦, 山田俊雄編. -- 平凡社,
2Ｆ
1965. -- (日本語の歴史 / 亀井孝, 大藤時彦, 山田俊雄編 ; 7).
言語史研究入門 / 亀井孝, 大藤時彦, 山田俊雄編. -- 平凡社, 1966.
2Ｆ
-- (日本語の歴史 / 亀井孝, 大藤時彦, 山田俊雄編 ; 別巻).
杉本つとむ著作選集 / 杉本つとむ著 ; 総索引・総目次. -- 八坂書房,
2Ｆ
1998.
日本語の歴史 / 杉本つとむ著. -- 八坂書房, 1998. -- (杉本つとむ
2Ｆ
著作選集 / 杉本つとむ著 ; 1).
西洋人の日本語研究 / 杉本つとむ著. -- 八坂書房, 1999. -- (杉本
2Ｆ
つとむ著作選集 / 杉本つとむ著 ; 10).
近代日本語の成立と発展 / 杉本つとむ著. -- 八坂書房, 1998. -2Ｆ
(杉本つとむ著作選集 / 杉本つとむ著 ; 2).
日本語研究の歴史 / 杉本つとむ著. -- 八坂書房, 1998. -- (杉本つ
2Ｆ
とむ著作選集 / 杉本つとむ著 ; 3).
日本翻訳語史の研究 / 杉本つとむ著. -- 増訂. -- 八坂書房, 1998.
2Ｆ
-- (杉本つとむ著作選集 / 杉本つとむ著 ; 4).
日本文字史の研究 / 杉本つとむ著. -- 八坂書房, 1998. -- (杉本つ
2Ｆ
とむ著作選集 / 杉本つとむ著 ; 5).
辞書・事典の研究 / 杉本つとむ著 ; 1, 2. -- 八坂書房, 1999. -- (杉
2Ｆ
本つとむ著作選集 / 杉本つとむ著 ; 6,7).
辞書・事典の研究 / 杉本つとむ著 ; 1, 2. -- 八坂書房, 1999. -- (杉
2Ｆ
本つとむ著作選集 / 杉本つとむ著 ; 6,7).
日本英語文化史の研究 / 杉本つとむ著. -- 八坂書房, 1999. -- (杉
2Ｆ
本つとむ著作選集 / 杉本つとむ著 ; 8).
西欧文化受容の諸相 / 杉本つとむ著. -- 八坂書房, 1999. -- (杉本
2Ｆ
つとむ著作選集 / 杉本つとむ著 ; 9).

749.41/YAH
778.21/SRS
801.1/SIL
810.2/NIH/1
810.2/NIH/2
810.2/NIH/3
810.2/NIH/4
810.2/NIH/5
810.2/NIH/6
810.2/NIH/7
810.2/NIH/8
810.8/SUG
810.8/SUG/1
810.8/SUG/10
810.8/SUG/2
810.8/SUG/3
810.8/SUG/4
810.8/SUG/5
810.8/SUG/6
810.8/SUG/7
810.8/SUG/8
810.8/SUG/9

文字・表記探究法 / 犬飼隆著. -- 朝倉書店, 2002. -- (シリーズ「日
2F
本語探究法」 / 小池清治編 ; 5).
文字史の構想 / 杉本つとむ著. -- 萱原書房, 1992.
2Ｆ
SRサイタマノラッパー / 入江悠著. -- 太田出版, 2010.
2Ｆ
サイタマノラッパー / 入江悠脚本・監督 ; [1]. -- アミューズソフト,
1Ｆ ＡＶ資料
女子ラッパー・傷だらけのライム / 入江悠監督・脚本 ; 畠中達郎 [ほ
か] 製作. -- アミューズソフト, 2010. -- (サイタマノラッパー / 入江悠 1Ｆ ＡＶ資料
脚本・監督 ; 2). v.
Denim : from cowboys to catwalks : a visual history of the world's
ファッションデザイン学科 野口 正孝
most legendary fabric / Graham Marsh and Paul Trynka ; fashion
2Ｆ
editor, June Marsh. -- Aurum Press, 2002.
Denim : an American legend / text by Iain Finlayson. -- Simon &
2Ｆ
Schuster, 1990. -- (A fireside book).
The blue jean / Alice Harris ; text by Bob Morris and Ben
2Ｆ
Widdicombe ; edited by Joseph Montebello. -- PowerHouse Books,
The blue jean / Alice Harris ; text by Bob Morris and Ben
2Ｆ
Widdicombe ; edited by Joseph Montebello. -- PowerHouse Books,
ザ・デニム. -- ワールドフォトプレス, 1997. -- (ワールド・ムック ; 115). 2Ｆ
Le jeans label book / Ruven Feder, J-M Glasman ; [English
1Ｆ
translations, Louise Guiney]. -- Editions Yocar Feder, 1990.
Jeans of the old West : a history / Michael A. Harris. -- Schiffer
1Ｆ
Publishing, 2010.
Jeans reference labels source book / Jean Michel Glasman, editor. 1Ｆ
- Editions Yocar, 1998.
世界の傑作ジーンズ. -- ワールドフォトプレス, 2005. -- (ワールド・
1Ｆ
ムック ; 541. 世界の傑作品 ; 14).
The jeans encyclopedia of legend, past and present / by Sportswear
International ; designed by Energy Project ; : [hardcover], : pbk. -1Ｆ
Sportswear International, 1992.
This is a pair of Levi's jeans : the official history of the Levi's brand /
written and produced by Lynn Downey, Jill Novack Lynch, Kathleen 1Ｆ
McDonough. -- Levi Strauss & Co. Publishing, 1995.
Fifty : [the amazing story of Renzo Rosso and Diesel] / [a book by
the Diesel Creative Team ; main text and captions, Mark Tungate]. - 1Ｆ
- Gestalten Verlag, 2005.
染めのほん / 二宮とみ著 ; 眞田造形研究所編・デザイン. -- ninono,
ばんば まさえ
1Ｆ
2010.
日本ジーンズ物語 : イノベーションと資源ベース理論からの競争優位
1Ｆ
性 / 杉山慎策著. -- 吉備人出版, 2009.
アイの絵本 / 日下部信幸編 ; 仁科幸子絵. -- 農山漁村文化協会,
1Ｆ
1999. -- (そだててあそぼう ; 18).

811/INU【指定図書】
811/SUG
913.6/IRI
A778.21/SAI/1
A778.21/SAI/2
383.1/DEN
383.1/FIN
383.1/HAR
383.1/HAR
383.1/ZAD
589.21/FED
589.21/HAR
589.21/JEA
589.21/SEK
589.21/SPO
589.21/STR
593.3/FIF
587/NIN
589.21/SUG
617.8/AIN

プロダクトデザイン学科

大田 尚作

環境・建築デザイン学科 小林 郁雄
三上 晴久
渡辺 一正

まんが表現学科

菅野 博之

手織り大全 : 織機の分類から織り図の見方・技法まですべてがわか
1Ｆ
る / 箕輪直子著. -- 誠文堂新光社, 2011.
藍で染めるカンタン絞り染め. -- スタジオタッククリエイティブ, 2012. 1Ｆ
鋸・墨壺大全 : ノコギリと墨壺の使いこなしを網羅した決定版 / 大工
1Ｆ
道具研究会編. -- 誠文堂新光社, 2011.
都市計画とまちづくりがわかる本 / 伊藤雅春 [ほか] 編著. -- 彰国
1Ｆ
社, 2011.
後藤慶二氏遺稿 / 中村鎭 [編輯]. -- ゆまに書房, 2009. -- (叢書・近
1Ｆ
代日本のデザイン / 森仁史監修 ; 23).
日本の伝統建築の構法 : 柔軟性と寿命 / 内田祥哉著. -- 市ヶ谷出
1Ｆ
版社, 2009.
図解建築構法計画講義 : 「もののしくみ」から建築を考える / 真鍋恒
1Ｆ
博著. -- 彰国社, 1999.
ニーチェ : 自由を求めた生涯 / ミシェル・オンフレ作 ; マクシミリアン・
ル・ロワ画 ; 國分功一郎訳. -- 筑摩書房, 2012. -- (ちくま学芸文庫 ; 2Ｆ
[ニ1-21]).
Monster : 完全版 / エンキ・ビラル著 ; 大西愛子訳. -- Euromanga,
2Ｆ
2011. -- (EUROMANGA COLLECTION).
ブラックサッド : 黒猫の男 / フアン・ディアス・カナレス原案 ; フアーノ・
2Ｆ
ガルニド作画 ; 大西愛子訳. -- 早川書房, 2005.
ブルーベリー : 黄金の銃弾と亡霊 / ジャン=ミシェル・シャルリエ作 ;
2Ｆ
ジャン・ジロー=メビウス画 ; 原正人訳. -- エンターブレイン, 2012.
なつひめ : 黒星紅白. -- ワニマガジン社, 2011. -- (Wanimagazine
2Ｆ
comics . Full color pinup & comic magazine ; vol.one summer 2011).
るりひめ. -- ワニマガジン社, 2012. -- (Wanimagazine comics . Full
2Ｆ
color pinup & comic magazine ; [2] summer 2012).
ゆきひめ. -- ワニマガジン社, 2012. -- (Wanimagazine comics . Full
2Ｆ
color pinup & comic magazine ; [3] winter 2012).
機神幻想ルーンマスカーフルカラー / 出渕裕著 ; 大本海図彩色 ; 1.
2Ｆ
-- 徳間書店, 2011. -- (Ryu comics special).
メタ・バロンの一族 / アレハンドロ・ホドロフスキー作 ; フアン・ヒメネス
画 ; 原正人訳 ; 上, 下. -- 小学館集英社プロダクション, 2012. -2Ｆ
(Sho-pro books).
メタ・バロンの一族 / アレハンドロ・ホドロフスキー作 ; フアン・ヒメネス
画 ; 原正人訳 ; 上, 下. -- 小学館集英社プロダクション, 2012. -2Ｆ
(Sho-pro books).
フラッシュポイント / ジェフ・ジョーンズ, アンディ・キューバート著 ; 秋
2Ｆ
友克也訳. -- ヴィレッジブックス, 2012. -- (DC comics ; ).
Nonscale / mebae著. -- ワニマガジン社, 2012. -- (Wanimagazine
2Ｆ
comics).

753.3/MIN
753.8/AID
583.8/NOK
518.8/TOS【指定図書】
757.021/SOU/23
521.8/UCH
524/MAN
文庫・新書 B134.9/NIEo
まんが

C726.1/BIL

まんが

C726.1/CAN

まんが

C726.1/CHA

まんが

C726.1/FUL/1

まんが

C726.1/FUL/2

まんが

C726.1/FUL/3

まんが

C726.1/IZU

まんが

C726.1/JOD/1

まんが

C726.1/JOD/2

まんが

C726.1/JOH

まんが

C726.1/MEB

小鑓 康子

映像表現学科

石井 岳龍

シビル・ウォー / マーク・ミラー, スティーブ・マクニーブン著 ; 石川裕
人, 御代しおり訳. -- ヴィレッジブックス, 2011. -- (Marvel comics .
Marvel comics event).
プチモンド / J.D.モルヴァン, 寺田亨著 ; 1 Vamos, vamos!. -- 集英社,
2010. -- (JC.com ; ).
スコット・ピルグリムVSザ・ワールド / ブライアン・リー・オマリー著 ;
石川裕人, 御代しおり訳. -- ヴィレッジブックス, 2010.
Wings songs. : 24days with the lowana Sakaku. / 大本海図 [著]. -ワニブックス, 2011. -- (Gum comics).
闇の国々 / ブノワ・ペータース作 ; フランソワ・スクイテン画 ; 古永真
一, 原正人訳 ; [1], II. -- 小学館集英社プロダクション, 2011. -(Sho-pro books).
ハビビ / クレイグ・トンプソン著 ; 風間賢二訳 ; 1, 2. -- TOブックス,
ハビビ / クレイグ・トンプソン著 ; 風間賢二訳 ; 1, 2. -- TOブックス,
惑星さんぽ : art works / toi8著. -- ワニマガジン社, 2011. -(Wanimagazine comics).
ル・グラン・デューク / ヤン原作 ; ロマン・ユゴー作画 ; 宮脇史生訳. - イカロス出版, 2011. -- (Cockpit collection).
美人画の系譜 : 心で感じる「日本絵画」の見方 / 高階秀爾監修・著.
-- 小学館, 2011.
竹内栖鳳 : 生きものたちの四季 / [竹内栖鳳画] ; 平野重光編. -- 復
刻版. -- 学習研究社, 2004. -- (巨匠の日本画 ; 1).
上村松園 : 秘めた女の想い / 上村松園 [画] ; 塩川京子編集. -- 学
習研究社, 1994. -- (巨匠の日本画 ; 5).
鏑木清方 : 明治のおもかげ / [鏑木清方画] ; 大塚雄三編. -- 復刻
版. -- 学習研究社, 2004. -- (巨匠の日本画 ; 6).
安田靫彦 : 永遠の女性像 / [安田靫彦画] ; 橋秀文編. -- 復刻版. -学習研究社, 2004. -- (巨匠の日本画 ; 7).
ディーバ / ジャン=ジャック・ベネックス監督 ; セルジュ・シルベルマン
製作 ; ジャン=ジャック・ベネックス, ジャン・ヴァン=アム脚本. -- フロン
ティアワークス, 2011. v.
ウイークエンド / ジャン=リュック・ゴダール監督・脚本 ; フィリップ・セ
ンヌ製作. -- アイ・ヴィー・シー, 1967. -- (Jean-Luc Godard+Groupe
Dziga Vertov). v.
ありきたりの映画 / ジャン=リュック・ゴダール監督・脚本. -- アイ・
ヴィー・シー, 1968. -- (Jean-Luc Godard+Groupe Dziga Vertov). v.
たのしい知識 / ジャン=リュック・ゴダール監督・脚本. -- アイ・ヴィー・
シー, 1969. -- (Jean-Luc Godard+Groupe Dziga Vertov). v.
東風 / ジガ・ヴェルトフ集団監督 ; ジャン=リュック・ゴダール, ダニエ
ル・コーン=ベンディット, セルジオ・バッツィーニ脚本. -- アイ・ヴィー・
シー, 1969. -- (Jean-Luc Godard+Groupe Dziga Vertov). v.

2Ｆ まんが

C726.1/MIL

2Ｆ まんが

C726.1/MOR/1

2Ｆ まんが

C726.1/OMA

2Ｆ まんが

C726.1/OOM

2Ｆ まんが

C726.1/PEE/2

2Ｆ まんが
2Ｆ まんが

C726.1/THO/1
C726.1/THO/2

2Ｆ まんが

C726.1/TOI

2Ｆ まんが

C726.1/YAN

1Ｆ

721.02/TAK

1Ｆ

721.9/KYO/1

1Ｆ

721.9/KYO/5

1Ｆ

721.9/KYO/6

1Ｆ

721.9/KYO/7

1Ｆ ＡＶ資料

A778.235/DII

1Ｆ ＡＶ資料

A778.235/JEA

1Ｆ ＡＶ資料

A778.235/JEA

1Ｆ ＡＶ資料

A778.235/JEA

1Ｆ ＡＶ資料

A778.235/JEA

鹿角 剛

神村 幸子
高島 与一
仁井本 大介

ウラジミールとローザ / ジガ・ヴェルトフ集団監督・脚本. -- アイ・
1Ｆ ＡＶ資料
ヴィー・シー, 1971. -- (Jean-Luc Godard+Groupe Dziga Vertov). v.
万事快調 / ジャン=リュック・ゴダール, ジャン=ピエール・ゴラン監督・
脚本 ; ジャン=ピエール・ラッサム製作. -- アイ・ヴィー・シー, 1972. -- 1Ｆ ＡＶ資料
(Jean-Luc Godard+Groupe Dziga Vertov). v.
Conversation avec JLG : JLGとの会話 / ピエール=アンリ・ジベール,
ドミニク・マイエ監督・インタビュー. -- アイ・ヴィー・シー, 2010. -1Ｆ ＡＶ資料
(Jean-Luc Godard+Groupe Dziga Vertov). v.
二重の鍵 / クロード・シャブロル監督 ; ロベール・アキム, レイモン・ア
1Ｆ ＡＶ資料
キム製作 ; ポール・ジェゴフ脚本. -- マーメイドフィルム, 2012. v.
赤ちゃん泥棒 / ジョエル・コーエン監督・脚本 ; イーサン・コーエン製
1Ｆ ＡＶ資料
作・脚本. -- 20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン,
ファーゴ / ジョエル・コーエン監督・脚本 ; イーサン・コーエン製作・脚
1Ｆ ＡＶ資料
本. -- 20世紀フォックスホームエンターテイメント, 2009. v.
地獄の黙示録 / フランシス・フォード・コッポラ監督・製作 ; ジョン・ミリ
アス, フランシス・フォード・コッポラ脚本 ; Disc one, Disc two, Disc
1Ｆ ＡＶ資料
three. -- ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント, 2011. v.
地獄の黙示録 / フランシス・フォード・コッポラ監督・製作 ; ジョン・ミリ
アス, フランシス・フォード・コッポラ脚本 ; Disc one, Disc two, Disc
1Ｆ ＡＶ資料
three. -- ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント, 2011. v.
地獄の黙示録 / フランシス・フォード・コッポラ監督・製作 ; ジョン・ミリ
アス, フランシス・フォード・コッポラ脚本 ; Disc one, Disc two, Disc
1Ｆ ＡＶ資料
three. -- ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント, 2011. v.
ミラーズ・クロッシング / ジョエル・コーエン監督・脚本 ; イーサン・コー
エン製作・脚本. -- 20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパ 1Ｆ ＡＶ資料
ン, 2011. v.
ラビット・ホラー3D / 清水崇監督 ; 林壮太郎, 保坂大輔, 清水崇脚本 ;
閉架書庫
Disc1 : Blu-ray3D, Disc2 : Blu-ray, Disc3 : DVD. -- バップ, 2012. v.
ラビット・ホラー3D / 清水崇監督 ; 林壮太郎, 保坂大輔, 清水崇脚本 ;
1Ｆ ＡＶ資料
Disc1 : Blu-ray3D, Disc2 : Blu-ray, Disc3 : DVD. -- バップ, 2012. v.
ラビット・ホラー3D / 清水崇監督 ; 林壮太郎, 保坂大輔, 清水崇脚本 ;
1Ｆ ＡＶ資料
Disc1 : Blu-ray3D, Disc2 : Blu-ray, Disc3 : DVD. -- バップ, 2012. v
ウルトラマンサーガ / おかひでき監督 ; 長谷川圭一脚本. -- バンダ
1Ｆ ＡＶ資料
イビジュアル, 2011. v.
A Disney sketchbook. -- Disney Editions, c2012, 2012.
1Ｆ
人と場をひらく映像表現 : カフェ放送てれれ / 下之坊修子編. -- ブイ
1Ｆ
ツーソリューション, 2012.
Pull my daisy / Robert Frank and Alfred Leslie present ; written and
narrated by Jack Kerouac. -- Steidl, 2008. -- (The complete film
1Ｆ ＡＶ資料
works / Robert Frank ; v. 1). v.

A778.235/JEA
A778.235/JEA
A778.235/JEA
A778.235/NIJ
A778.253/AKA
A778.253/FAA
A778.253/JIG/1
A778.253/JIG/2
A778.253/JIG/3
A778.253/MIR
A778.21/RAB/1
A778.21/RAB/2
A778.21/RAB/3
A778.21/URU
778.77/DIS
778.7/HIT【指定図書】
A778.253/COM/1-1

吉田 雅則

クラフト・美術学科

岩田 広己

米田 武志

The sin of Jesus / a film by Robert Frank with Julie Bovasso and
Roberts Blossom ; based on the story by Isaac Babel. -- Steidl,
2008. -- (The complete film works / Robert Frank ; v. 1). v.
Me and my brother / a film by Robert Frank. -- Steidl, 2008. -- (The
complete film works / Robert Frank ; v. 1). v.
Ok end here / Robert Frank present. -- Steidl, 2008. -- (The
complete film works / Robert Frank ; v. 2). v.
Conversations in Vermont / Robert Frank present. -- Steidl, 2008. - (The complete film works / Robert Frank ; v. 2). v.
Liferaft earth / Robert Frank present. -- Steidl, 2008. -- (The
complete film works / Robert Frank ; v. 2). v.
About me : a musical / Robert Frank present. -- Steidl, 2008. -(The complete film works / Robert Frank ; v. 3). v.
S-8 Stones footage from exile on main St. / Robert Frank present. - Steidl, 2008. -- (The complete film works / Robert Frank ; v. 3). v.
Keep busy / film by Robert Frank and Rudy Wurlitzer ; written by
Rudy Wurlitzer. -- Steidl, 2008. -- (The complete film works /
Spring effects. -- The Gnomon-workshop, 20--. -- (Dynamics ; 11).
Skeltons. -- The Gnomon-workshop, 20--. -- (Kinematics ; 1). v.
Inverse kinematics. -- The Gnomon-workshop, 20--. -- (Kinematics
; 3). v.
Arms and legs. -- The Gnomon-workshop, 20--. -- (Kinematics ; 4).
Smooth binding with wrap deformers. -- The Gnomon-workshop, 20-. -- (Skinning ; 1). v.
人体デッサン ; 初級編. -- [アトリエRojue], 2012. v.
彫金 : 桂盛仁のわざ / 日経映像製作 ; [著作権処理済]. -- [日経映
像], 2010. -- (工芸技術記録映画 ; 平成22年度). v.
鍛金 : 田口壽恒のわざ / 日経映像製作 ; [著作権処理済]. -- [日経映
像], 2010. -- (工芸技術記録映画 ; 平成22年度). v.
The art of Ray Harryhausen / Ray Harryhausen & Tony Dalton ;
with a foreword by Peter Jackson ; : pbk.. -- Aurum, 2011.
シンドバッド黄金の航海 / ゴードン・ヘスラー監督 ; チャールズ・H・
シュニア, レイ・ハリーハウゼン製作 ; ブライアン・クレメンス脚本・原
案. -- ソニー・ピクチャーズエンタテインメント, 2007. -- (Ray
Harryhausen complete collection). v.
シンドバッド虎の目大冒険 / サム・ワナメイカー監督 ; チャールズ・H・
シュニア, レイ・ハリーハウゼン製作 ; ビヴァリー・クロス脚本・原案. - ソニー・ピクチャーズエンタテインメント, 2007. -- (Ray Harryhausen
complete collection). v.

1Ｆ ＡＶ資料

A778.253/COM/1-2

1Ｆ ＡＶ資料

A778.253/COM/1-3

1Ｆ ＡＶ資料

A778.253/COM/2-1

1Ｆ ＡＶ資料

A778.253/COM/2-2

1Ｆ ＡＶ資料

A778.253/COM/2-3

1Ｆ ＡＶ資料

A778.253/COM/3-1

1Ｆ ＡＶ資料

A778.253/COM/3-2

1Ｆ ＡＶ資料

A778.253/COM/3-3

1Ｆ ＡＶ資料
1Ｆ ＡＶ資料

A778.4/DYN/11
A778.4/KIN/1

1Ｆ ＡＶ資料

A778.4/KIN/3

1Ｆ ＡＶ資料

A778.4/KIN/4

1Ｆ ＡＶ資料

A778.4/SKI/1

1Ｆ ＡＶ資料

A725/JIN

1Ｆ ＡＶ資料

A756.13/CHO

1Ｆ ＡＶ資料

A756.16/TAN

1Ｆ

778.4/HAR

1Ｆ ＡＶ資料

A778.253/RAY

1Ｆ ＡＶ資料

A778.253/RAY

アルゴ探検隊の大冒険 / ドン・チャフィー監督 ; チャールズ・H・シュニ
ア, レイ・ハリーハウゼン製作 ; ジャン・リード, ビヴァリー・クロス脚本.
1Ｆ
-- ソニー・ピクチャーズエンタテインメント, 2007. -- (Ray Harryhausen
complete collection). v.
ガリバーの大冒険 / ジャック・シャー監督 ; チャールズ・H・シュニア製
作 ; アーサー・ロス, ジャック・シャー脚本. -- ソニー・ピクチャーズエン 1Ｆ
タテインメント, 2007. -- (Ray Harryhausen complete collection). v.
SF巨大生物の島 / サイ・エンドフィールド監督 ; チャールズ・H・シュ
ニア製作 ; ジョン・プレブル, ダニエル・ウルマン, クレーン・ウィルバー
1Ｆ
脚本. -- ソニー・ピクチャーズエンタテインメント, 2007. -- (Ray
Harryhausen complete collection). v.
H.G.ウェルズのSF月世界探検 / ネイサン・ジュラン監督 ; チャール
ズ・H・シュニア, レイ・ハリーハウゼン製作 ; ナイジェル・ニール, ジャ
1Ｆ
ン・リード脚本. -- ソニー・ピクチャーズエンタテインメント, 2007. -(Ray Harryhausen complete collection). v.
タイタンの戦い / デズモンド・デイヴィス監督 ; チャールズ・H・シュニ
ア, レイ・ハリーハウゼン, ジョン・パルマー製作 ; ビヴァリー・クロス脚
1Ｆ
本・原案. -- ソニー・ピクチャーズエンタテインメント, 2007. -- (Ray
Harryhausen complete collection). v.
恐竜グワンジ / ジェームズ・オコノリー監督 ; チャールズ・H・シュニア,
レイ・ハリーハウゼン製作 ; ウィリアム・E・バスト, ジュリアン・モア脚
1Ｆ
本. -- ソニー・ピクチャーズエンタテインメント, 2007. -- (Ray
Harryhausen complete collection). v.
原子怪獣現わる / ユージン・ローリー監督 ; ジャック・ディーツ, ハル・
チェスター製作 ; ルー・モーハイム, フレッド・フライバーガー [ほか]
1Ｆ
脚本. -- ソニー・ピクチャーズエンタテインメント, 2007. -- (Ray
Harryhausen complete collection). v.
恐竜100万年 / ドン・チャフィー監督 ; マイケル・カレラス, エイダ・ヤン
グ, ハル・ローチ製作 ; マイケル・カレラス脚本. -- ソニー・ピクチャー 1Ｆ
ズエンタテインメント, 2007. -- (Ray Harryhausen complete
レイ・ハリーハウゼン : ザ・アーリー・イヤーズ・コレクション ; Disc1,
Disc2. -- ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント (発売), 2007. -1Ｆ
(Ray Harryhausen complete collection). v.
レイ・ハリーハウゼン : ザ・アーリー・イヤーズ・コレクション ; Disc1,
Disc2. -- ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント (発売), 2007. -1Ｆ
(Ray Harryhausen complete collection). v.
地球へ2千万マイル / ネイサン・ジュラン監督 ; チャールズ・H・シュニ
ア製作 ; ボブ・ウィリアムズ, クリストファー・クノッブ脚本 ; Disc 1, Disc
1Ｆ
2. -- ソニー・ピクチャーズエンタテインメント, 2007. -- (Ray
Harryhausen complete collection). v.

ＡＶ資料

A778.253/RAY

ＡＶ資料

A778.253/RAY

ＡＶ資料

A778.253/RAY

ＡＶ資料

A778.253/RAY

ＡＶ資料

A778.253/RAY

ＡＶ資料

A778.253/RAY

ＡＶ資料

A778.253/RAY

ＡＶ資料

A778.253/RAY

ＡＶ資料

A778.253/RAY

ＡＶ資料

A778.253/RAY

ＡＶ資料

A778.253/RAY/1

デザイン教育研究セン
ター

岡部 憲明

岡村 光浩

呼 美蘭

地球へ2千万マイル / ネイサン・ジュラン監督 ; チャールズ・H・シュニ
ア製作 ; ボブ・ウィリアムズ, クリストファー・クノッブ脚本 ; Disc 1, Disc
2. -- ソニー・ピクチャーズエンタテインメント, 2007. -- (Ray
Harryhausen complete collection). v.
世紀の謎 : 空飛ぶ円盤地球を襲撃す / フレッド・F・シアーズ監督 ;
チャールズ・H・シュニア製作 ; ジョージ・ワーシング・イェーツ, レイモ
ンド・T・マーカ ス脚本 ; Disc 1, Disc 2. -- ソニー・ピクチャーズエンタ
テインメント, 2007. -- (Ray Harryhausen complete collection). v.
世紀の謎 : 空飛ぶ円盤地球を襲撃す / フレッド・F・シアーズ監督 ;
チャールズ・H・シュニア製作 ; ジョージ・ワーシング・イェーツ, レイモ
ンド・T・マーカ ス脚本 ; Disc 1, Disc 2. -- ソニー・ピクチャーズエンタ
テインメント, 2007. -- (Ray Harryhausen complete collection). v.
水爆と深海の怪物 / ロバート・ゴードン監督 ; チャールズ・H・シュニ
ア製作 ; ジョージ・ワーシング・イェーツ, ハル・スミス脚本 ; Disc 1,
Disc 2. -- ソニー・ピクチャーズエンタテインメント, 2007. -- (Ray
Harryhausen complete collection). v.
シンドバッド7回目の航海 / ネイザン・ジュラン監督 ; チャールズ・H・
シュニア, レイ・ハリーハウゼン製作 ; ケネス・コルブ脚本. -- ソニー・
ピクチャーズエンタテインメント, 2007. -- (Ray Harryhausen complete
水爆と深海の怪物 / ロバート・ゴードン監督 ; チャールズ・H・シュニ
ア製作 ; ジョージ・ワーシング・イェーツ, ハル・スミス脚本 ; Disc 1,
Disc 2. -- ソニー・ピクチャーズエンタテインメント, 2007. -- (Ray
Harryhausen complete collection). v.
Works / Norman Foster ; contributors, Chris Abel ... [et al.] ; editor,
David Jenkins ; 1 - 5. -- Prestel, 2002.
Works / Norman Foster ; contributors, Chris Abel ... [et al.] ; editor,
David Jenkins ; 1 - 5. -- Prestel, 2002.
Works / Norman Foster ; contributors, Chris Abel ... [et al.] ; editor,
David Jenkins ; 1 - 5. -- Prestel, 2002.
大学生のためのリサーチリテラシー入門 : 研究のための8つの力 /
山田剛史, 林創著. -- ミネルヴァ書房, 2011.
大学の思い出は就活です(苦笑) : 大学生活50のお約束 / 石渡嶺司
著. -- 筑摩書房, 2012. -- (ちくま新書 ; 949).
知的文章とプレゼンテーション : 日本語の場合、英語の場合 / 黒木
登志夫著. -- 中央公論新社, 2011. -- (中公新書 ; 2109).
これからレポート・卒論を書く若者のために / 酒井聡樹著. -- 共立出
版, 2007.
英語と日本語のあいだ / 菅原克也著. -- 講談社, 2011. -- (講談社
現代新書 ; 2086).
海洋天堂 / シュエ・シャオルー監督・脚本 ; ビル・コン, ハオ・リー,
トーマス・チョウプロデューサー. -- キングレコード, 2010. v.
運命の子 / チェン・カイコー監督・脚本. -- 角川書店, 2012. v.

1Ｆ ＡＶ資料

A778.253/RAY/2

1Ｆ ＡＶ資料

A778.253/RAY/3

1Ｆ ＡＶ資料

A778.253/RAY/4

1Ｆ ＡＶ資料

A778.253/RAY/5

1Ｆ ＡＶ資料

A778.253/RAY/5

1Ｆ ＡＶ資料

A778.253/RAY/6

1Ｆ

523.33/FOS/2

1Ｆ

523.33/FOS/3

1Ｆ

523.33/FOS/5

2Ｆ

377.15/YAM【指定図
書】

2Ｆ 文庫・新書 B377.9/ISH【指定図書】
2Ｆ 文庫・新書

B816.5/KUR【指定図
書】

2Ｆ

816.5/SAK【指定図書】

2Ｆ 文庫・新書

B830.7/SUG【指定図
書】

1Ｆ ＡＶ資料

A778.222/KAI

1Ｆ ＡＶ資料

A778.222/UNM

小林 俊和

清水 五男
側垣 博明
髙木 隆司
津田 徹

槌橋 雅博

情報倫理 : インターネット時代の人と組織 / 村田潔編 ; 経営情報学
会情報倫理研究部会著. -- 有斐閣 , 2004. -- (有斐閣選書 ; [529]).
知識社会の情報倫理論 : ワークブック / 小林俊和著. -- 地人舎学
術出版部, 2012.
新教職論 : 教職必修 / 教職課程研究会編著. -- 改訂版. -- 実教出
版, 2009.
新編色彩科学ハンドブック / 日本色彩学会編. -- 第3版. -- 東京大
学出版会, 2011.
「理科」「数学」が好きになる楽しい数理実験 / 高木隆司著. -- 講談
社, 2008.
フィロソフィアの源流と伝統 / 内山勝利, 中川純男編著. -- ミネル
ヴァ書房, 1996. -- (西洋哲学史 ; 古代・中世編).
西洋教育史 / 長尾十三二著. -- 第2版. -- 東京大学出版会, 1991.
ハーバード白熱教室 ; 1 - 7. -- NHKエンタープライズ, 2010. -- (NHK
DVD). v.
ハーバード白熱教室 ; 1 - 7. -- NHKエンタープライズ, 2010. -- (NHK
DVD). v.
ハーバード白熱教室 ; 1 - 7. -- NHKエンタープライズ, 2010. -- (NHK
DVD). v.
ハーバード白熱教室 ; 1 - 7. -- NHKエンタープライズ, 2010. -- (NHK
DVD). v.
ハーバード白熱教室 ; 1 - 7. -- NHKエンタープライズ, 2010. -- (NHK
DVD). v.
ハーバード白熱教室 ; 1 - 7. -- NHKエンタープライズ, 2010. -- (NHK
DVD). v.
ハーバード白熱教室 ; 1 - 7. -- NHKエンタープライズ, 2010. -- (NHK
DVD). v.
聖職の碑 / 森谷司郎監督. -- スバック, 2005. v.
レ・ミゼラブル / ビレ・アウグスト監督 ; サラ・ラドクリフ, ジェームズ・
ゴーマン製作 ; ラファエル・イグレシアス脚色. -- ソニー・ピクチャーズ
エンタテインメント, 1998. v.
あるじ / カール・Th・ドライヤー監督・脚本 ; スヴェン・リンドム脚本. - 紀伊國屋書店, 2012. v.
吸血鬼 / カール・Th・ドライヤー監督 ; カール・Th・ドライヤー, クリス
テン・ユル脚本 ; ニコラ・ドゥ・グンツブルグプロデューサー. -- 紀伊國
屋書店, 2011. v.
ミカエル / カール・Th・ドライヤー監督・脚本 ; エーリヒ・ポマープロ
デューサー . -- 紀伊國屋書店. v.
むかしむかし / カール・Th・ドライヤー監督 ; ソフス・マッセン製作 ;
カール・Th・ドライヤー, パレ・ローセンクランツ脚本. -- 紀伊國屋書
店, 2011. v.
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007.3/JOU

2F

007.3/KOB

2Ｆ

374.3/SHI

2Ｆ

425.7/SHI

2Ｆ

407/TAK【指定図書】

2Ｆ

130.2/SEI

2Ｆ

372.3/NAG

1Ｆ ＡＶ資料

A311.1/HAA/1

1Ｆ ＡＶ資料

A311.1/HAA/2

1Ｆ ＡＶ資料

A311.1/HAA/3

1Ｆ ＡＶ資料

A311.1/HAA/4

1Ｆ ＡＶ資料

A311.1/HAA/5

1Ｆ ＡＶ資料

A311.1/HAA/6

1Ｆ ＡＶ資料

A311.1/HAA/7

1Ｆ ＡＶ資料

A778.21/SEI

1Ｆ ＡＶ資料

A778.253/REM

1Ｆ ＡＶ資料

A778.238/ARU

1Ｆ ＡＶ資料

A778.238/KYU

1Ｆ ＡＶ資料

A778.238/MIK

1Ｆ ＡＶ資料

A778.238/MUK

永田 智史

渡辺 安人
大学院

岡村 光浩

鈴木 明
戸矢崎 満男

サタンの書の数ページ / カール・Th・ドライヤー監督 ; エドガーズ・ホ
1Ｆ ＡＶ資料
イヤー, カール・Th・ドライヤー脚本. -- 紀伊國屋書店, 2011. v.
JavaScript : the good parts : 「良いパーツ」によるベストプラクティス /
1Ｆ
Douglas Crockford著 ; 水野貴明訳. -- オライリー・ジャパン, 2008.
詳説ActionScript 3.0 / Colin Moock著 ; 永井勝則訳. -- オライリー・
1Ｆ
ジャパン, 2008. -- (Adobe developer library).
詳解ActionScript 3.0アニメーション : 衝突判定・AI・3Dからピクセル
シェーダまでFlash上級テクニック / Keith Peters著 ; 相川愛三訳. -- 1Ｆ
オライリー・ジャパン, 2010.
初めてのActionScript 3.0 : Flashユーザーのためのステップアップガ
イド / Rich Shupe, Zevan Rosser著 ; 永井勝則訳. -- オライリー・ジャ 1Ｆ
パン, 2008. -- (Adobe developer library).
高速サイトを実現する14のルール / Steve Souders著 ; 武舎広幸, 福
地太郎, 武舎るみ訳. -- オライリー・ジャパン, 2008. -- (ハイパフォー 1Ｆ
マンスWebサイト ; [正]).
建築と色彩 : インテリアから景観まで / 宮後浩, 渡邉康人著. -- 学芸
1Ｆ
出版社, 1999.
これから学会発表する若者のために : ポスターと口頭のプレゼン技
2Ｆ
術 / 酒井聡樹著. -- 共立出版, 2008.
ハーバードでも通用した研究者の英語術 : ひとりで学べる英文ライ
2Ｆ
ティング・スキル / 島岡要, Joseph A. Moore著. -- 羊土社, 2010.
やるべきことが見えてくる研究者の仕事術 : プロフェッショナル根性論
2Ｆ
/ 島岡要著. -- 羊土社, 2009.
科学者・技術者のための英語プレゼンテーション : 国際的に通用する
1Ｆ
英語表現と発表技術 / Robert M. Lewis著. -- 東京化学同人, 2008.
マインドマップ英語勉強法 = How to study English with mind maps /
2Ｆ
クリス・フォスケット, 沢田淳子共著. -- サンマーク出版, 2010.
Hertzian tales : electronic products, aesthetic experience, and
1Ｆ
critical design / Anthony Dunne ; : pb.. -- [Rev. ed.]. -- MIT Press,
縄文の思考 / 小林達雄著. -- 筑摩書房, 2008. -- (ちくま新書 ; 713). 2Ｆ 文庫・新書
つくることが生きること : 東日本大震災復興支援プロジェクト : 3.11 /
1Ｆ
中村政人 [著]. -- コマンドN, 2012.
高松次郎言葉ともの : 日本の現代美術1961-72 / 光田由里著. -- 水
1Ｆ
声社, 2011.
印象派という革命 / 木村泰司著. -- 集英社, 2012.
1Ｆ
まばたきとはばたき / 鈴木康広著. -- 青幻舎, 2011.
1Ｆ
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507/LEW【指定図書】
830.7/FOS【指定図書】
549/DUN【指定図書】
B210.2/KOB
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702.16/SUZ【指定図書】

