
タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
青色讃歌 丹下健太著 ﾀﾝ
あかね色に 748 ｱ
茜色の空 辻井喬著 ﾂｼﾞ
赤野菜(Marble books Daily made 野菜引
きレシピ Vol.4)

舘野鏡子著 LB 596.3 ﾀ

アジサイはなぜ七色に変わるのか?－花
の色の不思議を科学する－

武田幸作著 471.3 ﾀ

アテネ色の旅物語 近藤まさたろ文・写真 293.9 ｺ
あの空の色 松村栄子著 914 ﾏﾂ
歩けば、風の色－風と遊び風に学ぶ 2－ 辰濃和男著 914 ﾀﾂ
アンジェリク－緋色の旗－ 藤本ひとみ著 ﾌｼﾞ
いのちを纏う－色・織・きものの思想－ 志村ふくみ著 鶴見和子著 753.0 ｼ
色(Nature mind book) 高橋真澄写真 秋月さやか文 748 ﾀ
色 花村萬月著 ﾊﾅ
色いろの風景－やまとうるわし－ 野呂希一写真・文 748 ﾉ
色を奏でる(ちくま文庫) 志村ふくみ文 井上隆雄写真 753 ｼ
色を楽しむ、色と暮らすインテリアペイント
－PAINT YOUR LIFE－

主婦の友社編 LB 597 ｲ

色で読む中世ヨーロッパ(講談社選書メチ
エ 364)

徳井淑子著 230.4 ﾄ

いろとあや－きもの覚書－ 木村孝著 383.1 ｷ
色と大きさでわかる野鳥観察図鑑－日本
で見られる340種へのアプローチ－

杉坂学監修 488.1 ｲ

色と形と音の瞑想 シュタイナー著 西川隆範訳 115.7 ｼ
色の好き・きらい 鈴木千惠子著 757.3 ｽ
色の知識－名画の色・歴史の色・国の色
Color Museum in the World－

城一夫著 757.3 ｼﾞ

色の日本語いろいろ辞典－コトバにも色
がある!－(コミュニティ・ブックス)

加藤迪男編著 757.3 ｶ

色の風景2 花と木 野呂希一写真・文 748 ﾉ 2
美しいインテリアの色使い－Color &
interior－(Seibido mook)

成美堂出版編集部編集 757.8 ｳ

海色えんぴつ 鍵井靖章写真 安延尚文文 748 ｶ
カーニヴァル色のパッチワーク・キルト－ト
ニ・モリスンの文学－

藤平育子著 930.2 ﾓ

完璧な赤－「欲望の色」をめぐる帝国と密
偵と大航海の物語－

エイミー・B.グリーンフィールド
著 佐藤桂訳

577.9 ｸﾞ

キッチン染めを楽しむ12か月(リメイク
BOOKシリーズ)

石井せつ子著　MAKOTO
SHIMOMURA〔撮影〕

753.8 ｲ

京都色彩紀行 吉岡幸雄著 岡田克敏写真 291.6 ﾖ
京都和の色の歳時記(楽学ブックス 文学
歴史 16)

吉岡幸雄監修 291.6 ｷ

恐竜は虹色だったか?－たけしの「最新科
学教室」－

ビートたけし[ほか]著 404 ｷ

銀色の絆 雫井脩介著 ｼｽﾞ
金色の獣、彼方に向かう 恒川光太郎著 ﾂﾈ
銀色の恋人(ハヤカワ文庫 SF 725) タニス・リー著 井辻朱美訳 B 933 ﾘ
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タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
銀河に口笛 朱川湊人著 ｼﾕ
草色の切符を買って 岸田衿子著 古矢一穂花の絵 914 ｷｼ
黒い悪魔 佐藤賢一著 ｻﾄ
黒野菜(Marble books Daily made 野菜引
きレシピ Vol.5)

舘野鏡子著 LB 596.3 ﾀ

国宝よみがえる色彩－デジタル復元でこ
こまで見えた! 初めて見たのはこんな色!
－(双葉社スーパームック)

小林泰三[著] 709.1 ｺ

古代染色二千年の謎とその秘訣 山崎青樹著 753.8 ﾔ
ゴッホ－燃え上がる色彩－(「知の再発
見」双書 03)

パスカル・ボナフー著 高橋啓
訳

723.3 ｺﾞ

366日誕生色事典 野村順一著 148.9 ﾉ
色彩のスペシャリストになる!?－色彩に関
する全資格、全仕事ガイド－(How nual資
格がとれる Licence最短、最

色彩資格研究フォーラム編著 757.3 ｼ

色弱が世界を変える－カラーユニバーサ
ルデザイン最前線－

伊賀公一著 496.4 ｲ

シャンパーニュ－金色に輝くシャンパンの
故郷へ－ 第3版(旅名人ブックス 21 旅名
人編集室)

吉村葉子文 宇田川悟写真 TB 293.5 ﾖ

植物染めのサイエンス－万葉の色を化学
する－(ポピュラー・サイエンス 281)

増井幸夫共著 神崎夏子共著 577.9 ﾏ

白い人・黄色い人(講談社文芸文庫) 遠藤周作[著] B ｴﾝ
白野菜(Marble books Daily made 野菜引
きレシピ Vol.1)

舘野鏡子著 LB 596.3 ﾀ

図解!売れる色とデザインの法則－色・形・
パターン・配置に潜むロングセラーの秘密

高坂美紀著 675.3 ﾀ

図説浮世絵に見る色と模様 近世文化研究会編 721.8 ｽﾞ
セピア色の昭和－記憶の断章－ 本間千枝子著 914 ﾎﾝ
染と織の歴史手帖－「きもの」と「きれ」を
もっと深く知るために－

吉岡幸雄著 753.2 ﾖ

空の色と光の図鑑 斎藤文一文 武田康男写真 451.7 ｻ
空は、今日も、青いか? 石田衣良著 914 ｲｼ
黄昏たゆたい美術館(絵画修復士御倉瞬
介の推理)

柄刀一著 ﾂｶ

たった1秒の「イメージ色」で行列店に変わ
る－1%の繁盛店が実践している「集客」の
ルール－

うえたさより著 673 ｳ

ターナー－色と光の錬金術－(「知の再発
見」双書 128)

オリヴィエ・メスレー著 藤田治
彦監修 遠藤ゆかり訳

723.3 ﾀ

魂の布－モンスーンアジア12人の女性作
家たち－

松本路子写真・文 753 ﾏ

中国人の「超」歴史発想－<食・職・色
>5000年の研究－

王敏著 222 ﾜ

中国・美の名宝－日中共同出版 上海博
物館－2 完璧なかたちと色をもとめて－
古代・唐・宋の陶磁器－

馬承源監修 樋口隆康日本語
版責任編集 長谷部楽爾日本
語版責任編集 大塚清吾写真

708.7 ﾁ 2

土曜日は灰色の馬 恩田陸著 914 ｵﾝ
とりあわせを楽しむ日本の色(コロナ・ブッ
クス 148)

コロナ・ブックス編集部編 757.3 ﾄ

和みの百色－日本の四季を彩る－ 吉岡幸雄著 757.3 ﾖ



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
7色野菜のスープレシピ－77 recipes 免
疫力と抗酸化力を高めるレインボー食材
とフィトケミカルの力－

白澤卓二著 ダニエラ・シガ著 498.5 ｼ

難波光江のガーデニング12カ月－庭も、
寄せ植えも、野菜畑もあふれる色彩に感
動いっぱい!－(主婦の友生活シリーズ)

難波光江[著] GB 629.7 ﾅ

錦 光を織る 龍村光峯著 753.3 ﾀ

日本の色－The colors of Japan－
日竎貞夫著 福田邦夫著 John
Bester[訳]

G 702.1 H

日本の色辞典 吉岡幸雄著 757.3 ﾖ
日本の国宝、最初はこんな色だった(光文
社新書 375)

小林泰三著 709.1 ｺ

日本の染と織(Wonderful Japanese
Classics)

伊藤佐智子著・アートディレク
ション

753 ｲ

はじめて読む色彩心理学－ポケット図解
色の科学と言葉を代弁する配色術－
(Shuwasystem Beginner's G

岩本知莎土著 141.2 ｲ

ハッピーカラーセラピーとパワーストーン
－ディズニーフェアリーズ－

犬飼香織解説 147.7 ｲ

花色あわせの基本－レ ミルフォイユのパ
リ風ナチュラルスタイル－(別冊家庭画報
センスアップ花レッスン)

長塩由実[著] 793 ﾅ

花からはじめる自然色彩学－Color
design with nature－

草木雅広著 757.3 ｸ

パワーフード－色の不思議な力を食べこ
なすレシピ 食材のカラーエネルギーで、
体の中から幸せになる方法!－(マイライフ

山田三津子料理 LB 596 ﾔ

緋色の楽譜上 ラルフ・イーザウ著 酒寄進一 943 ｲｻﾞ 1
緋色の楽譜下 ラルフ・イーザウ著 酒寄進一 943 ｲｻﾞ 2
緋色の研究(創元推理文庫 101‐5) コナン・ドイル著 阿部知二訳 B 933 ﾄﾞｲ
フランスの配色 城一夫著 757.3 ｼﾞ
文学にみる日本の色(朝日選書 493) 伊原昭著 910.4 ｲ
前田真三写真美術館1 丘の夏 前田真三著 748 ﾏ 1
マティス－色彩の交響楽－(「知の再発
見」双書 47)

グザヴィエ・ジラール著 田辺希
久子訳

723.3 ﾏ

虫・コレ－自然がつくりだした色とデザイン
Insect Collection－

海野和男著 486 ｳ

よくわかる色彩の科学(図解雑学 絵と文
章でわかりやすい!)

永田泰弘著 三ツ塚由貴子著 757.3 ﾅ

ラッピングファクトリー－色で包む彩りを贈
るラッピング－

内田三紗子著 385.9 ｳ

リリィ、はちみつ色の夏
スー・モンク・キッド著 小川高
義訳

933 ｷﾂ

瑠璃色の石 津村節子著 ﾂﾑ
和の彩りにみる色の名の物語 木村孝著 世良武史写真 757.3 ｷ
該当件数：８８冊


