
特集：インフォグラフィック　～情報を伝えるかたち～ 展示期間：2021.11.1～2021.12.27

資料ID タイトル 著者名 出版者 請求記号
0003054582 世界のファブリック チェック編 青幻舎第二編集室編集 青幻舎 753/SE
0003054591 世界のファブリック ストライプ編 青幻舎第二編集室編集 青幻舎 753/SE
0003054626 世界図案百科 : 古代ギリシャからアール・ヌーヴォーまで 青幻舎第二編集室編集 青幻舎 727/SE
0003067758 日本の古典装飾 : 天平から江戸の時代様式にみる [河邊正夫編] 青幻舎 727.021/KA
0003347475 日本の文様解剖図鑑 筧菜奈子文・絵 エクスナレッジ 727/KA
0003329815 中国の伝統文様×デザイン センドポインツ・パブリッシング編/石田亜矢子訳 グラフィック社 727/SE
0002647225 日本・中国の文様事典 視覚デザイン研究所編 視覚デザイン研究所 727/SH
0002647216 ヨーロッパの文様事典 視覚デザイン研究所編 視覚デザイン研究所 727/SH
0001162009 雪の文様 高橋喜平,高橋雪人/著 北海道大学図書刊行会 727/TA
0002147999 文様の事典 岡登 貞治/編 東京堂出版 724/OK
0003368643 日本の装飾と文様 海野弘解説・監修 パイインターナショナル 757.021/UN
0003375166 もようのゆらい 野瀬奈津子著/千海博美絵 玄光社 757/NO
0003363282 芹沢銈介文様図譜 (コロナ・ブックス:196) 芹沢銈介 [作] 平凡社 753.8/SE
0001152174 紋様 1 (芹沢銈介全集:第10-16巻) 芹沢銈介著 中央公論社 753.8/SE/10
0003226999 日本の文様 濱田信義企画・編集/ルーシー・マクレリー翻訳 パイインターナショナル 702.1/HA
0001161397 韓国伝統紋様 : 高麗・李朝の陶磁器から 韓国デザイン包装センタ-/編/金容権/訳 南雲堂 727/KI
0003313451 こども文様ずかん 下中菜穂著 平凡社 727/SH
0003382296 こども文様じてん 下中菜穂著 平凡社 727/SH
0001614768 北斎の絵手本 3 葛飾北斎[画] 岩崎美術社 721.8/KA/3
0001162170 文様の博物誌 吉田光邦/著 同朋舎出版 727/YO
0001698746 文様の手帖 : 図版と文献例とでつづる日本の文様 尚学図書・言語研究所編 小学館 727/SH
0002868331 西洋装飾文様事典 城一夫著 朝倉書店 757.033/SE
0003296268 手拭いづくし : 注染 (Japanesque) 大沢美樹子文/岡本寛治写真 バナナブックス 753.8/OS
0003344518 和更紗江戸デザイン帳 熊谷博人著 クレオ 753.8/KU
0003309975 きもの文様図鑑 : 明治・大正・昭和に見る 弓岡勝美編 平凡社 753/YU
0003252935 着物の文様とその見方 : 文様の格付け、意味、時代背景、由来がわかる 似内惠子著 誠文堂新光社 753/NI
0003183953 江戸の美 : きものデザイン 女子美術大学[ほか]企画 東京美術 753/JO
0001625412 アイヌ文様 杉山寿栄男編著 北海道出版企画センタ- 757.7/SU
0002992654 織部の文様 河原正彦編著/兼本延男写真 東方出版 751.1/KA
0003095789 そばちょこ展開文様集 (別冊「緑青」:12) マリア書房 751.1/SO
0001162438 デザイン誕生 : 古代オリエントの文様 深井晋司/編 光村推古書院 727/FU
0003314574 Black & White Matrix v.1 editied by Vincenzo Sguera Arkivia Books 727/BL/1

伝統文様
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資料ID タイトル 著者名 出版者 請求記号
0003003816 日本人の心がみえる家紋 楠戸義昭著 毎日新聞社 288.6/KU
0003208688 日本の家紋大全 梧桐書院 288.6/NI
0003263134 日本の家紋と姓氏 : 伝統美と系譜 伊藤みろ著 誠文堂新光社 288.6/IT
0003082559 家紋の事典 高澤等著 東京堂出版 288.6/TA
0002605209 岡山の家紋 小林雅成著 小林雅成 092.88/KO

0003078448
明治・大正・昭和のラベル、ロゴ、ポスター : 懐かしい日本のグラフィック・デザインが
1000点収録

廼地戎雄編著 誠文堂新光社 674.3/DA

0001624719 江戸の商標 (双書美術の泉:71) 花咲一男編著 岩崎美術社 672.1/HA
0001615318 家のしるし (日本のしるし : 伝承デザイン資料集成:商家・諸職篇 1||シヨウカ(1)) 岩崎美術社 288.6/TA/1
0001615327 諸業種家じるし (日本のしるし : 伝承デザイン資料集成:商家・諸職篇 2||シヨウカ(2)) 岩崎美術社 288.6/TA/2

0001615336
商品・業種のしるし (日本のしるし : 伝承デザイン資料集成:商家・諸職篇 3||シヨウカ
(3))

岩崎美術社 288.6/TA/3

0001615345
火消・船・講・まじないのしるし (伝承デザイン資料集成 商家・諸職篇. 日本のしる
し:4||4)

岩崎美術社 288.6/TA/4

0001036942 イメージ・シンボル事典
アト・ド・フリース著/山下主一郎主幹/荒このみ[ほか]
共訳

大修館書店 833/DE

0001579059 パブの看板 : イン・サインに英国史を読む 森護著 河出書房新社 674.8/MO
0003026613 英国パブサイン読本 : 酒場から読み解く歴史・文化・旅 井田俊隆編 創元社 674.8/ID
0003263205 ヨーロッパの看板 : お気に入りの街角 上野美千代写真・文 光村推古書院 674.8/UE
0003108101 懐かしのホーロー看板 : 広告から見える明治・大正・昭和 佐溝力著 祥伝社 674.8/SA
0002514374 紋章の歴史 : ヨーロッパの色とかたち (「知の再発見」双書:69||69) ミシェル・パストゥロー著/松村恵理訳 創元社 288.6/PA
0002427134 西洋紋章夜話 森護著 大修館書店 288.6/MO
0003001296 紋章が語るヨーロッパ史 浜本隆志著 白水社 288.6/HA
0002593231 紋章学辞典 森護著 大修館書店 288.6/MO
0003373448 「図説」紋章学事典 スティーヴン・スレイター著 創元社 288.6/SL
0001643296 ドイツ ワッペン 改訂版 1 Otto Hupp/著 京都書院 288.6/HU/1
0001621101 ドイツ ワッペン 改訂版 2 Otto Hupp/著 京都書院 288.6/HU/2
0002725377 現代商業美術全集 [復刻版] 7 ゆまに書房 674.3/GE/7
0002725466 現代商業美術全集 [復刻版] 16 ゆまに書房 674.3/GE/16
0002725493 現代商業美術全集 [復刻版] 19 ゆまに書房 674.3/GE/19

家のしるし
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資料ID タイトル 著者名 出版者 請求記号
0002953880 世界のマーク : 由来や意味、英語が分かる353点 (主婦の友ポケットbooks) 主婦の友社 727/SE
0003031623 ピクトさんの本 内海慶一著 ビー・エヌ・エヌ新社 727/UT
0001159931 図説シンボル・デザイン : 意味と歴史 高橋正人/著 ダヴィッド社 757/TA
0001161468 視覚デザインの基礎知識 (東京美術選書:31) 高津道昭/著 東京美術 757/TA
0003214668 たのしいインフォグラフィック入門 櫻田潤著 ビー・エヌ・エヌ新社 727/SA

0002756818 ひと目でわかるシンボルサイン : 標準案内用図記号ガイドブック
交通エコロジー・モビリティ財団標準案内用図記号普及
版書籍編集委員会編集/交通エコロジー・モビリティ財
団標準案内用図記号研究会著

交通エコロジー・モビリティ財団 727/KO

0001689283 目でみることばの世界 : グラフィックシンボル=図記号のすべて 太田幸夫/[ほか]共著 日本規格協会 727/OT
0001159262 マ-ク・シンボル 桑山弥三郎/編著 柏書房 727/KU
0003347993 あらゆる業種につかえる!アイコン・ピクトグラム大全 パイインターナショナル 674.3/AR
0002860648 世界のロゴ&マークコレクション ピエ・ブックス 727/SE
0300014493 世界のマーク・シンボル+CI : カラー版 (Graphic elements of the world:7) 桑山弥三郎編 柏美術出版 727/KU

0003376921
1896年アテネ大会から1984年ロサンジェルス大会まで近代オリンピック競技大会のデザ
インの歴史 (オリンピックデザイン全史:1 (1896-1984). Olympic games: the design)

マルクス・オスターヴァルダー著/中川泉, 戸田早紀, 竹
田純子訳

河出書房新社 757.02/OS/1

0003376930
1988年カルガリー大会から2020年東京大会まで近代オリンピック競技大会のデザインの
歴史 (オリンピックデザイン全史:2 (1988-2020). Olympic games: the design)

マルクス・オスターヴァルダー著/中川泉, 戸田早紀, 竹
田純子訳

河出書房新社 757.02/OS/2

0003031605 ピクトグラム&アイコングラフィックス 2 ピエ・ブックス 727/PI/2
0001647310 Sign design : graphics materials techniques Mitzi Sims Van Nostrand Reinhold 727/SI
0300011223 世界の絵文字 : 1970-83 (Graphic elements of the world:3) 桑山弥三郎編 柏美術出版 727/KU/1

0003139991
Guide sign design : ガイドサイン、ネオンサイン、標識、案内板など実例写真とピクト
グラムを含むデザイン集

川崎由実枝, 熊谷勝責任編集 アルファブックス/アルファ企画 727/KA

0001651841
Famous animal symbols : a marvelous designbook with symbols and trademarks of
international companies vol. 1

Paul Ibou Interecho 727/IB

マーク
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