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●リストの⾒⽅ 
資料タイトル / 著者 
所在 & 請求記号 
図書館サポーターからのコメント 
 
 
世界の図書館 : 美しい知の遺産 / ジェームズ・W・P・キャンベル著 ; ウィル・
プライス写真 ; 野中邦子, 高橋早苗訳 
大岡山：B1F-一般図書 010.2/C 
知の集積所となる図書館は、その威厳を保つよう荘厳に建てられます。その姿は、
東工大附属図書館のような近代的なものもあれば、古くからの建築の記憶を残し
ているものもあります。本書を通じて美の歴史、その知恵を感じて頂けたらと思
います。 
図書館は単なる書庫ではなく、文化や文明の象徴であり、その変化から人類と文
字の関係がどのように変化してきたかを⾒ることができる。機能性と装飾性を兼
ね備えた、世界の図書館のロマンに満ちた写真が数多くみられる一冊。 
 
世界の夢の図書館 / [清⽔玲奈ほか執筆] 
大岡山：B1F-一般図書 010.2/Se 
美しい知の遺産である世界各国の図書館。歴史を感じる重厚な建物から、先進的
な現代建築の建物、独創的な建物、そして息を呑むほど華やかな建物まで、様々
な図書館が紹介されています。この本を通じて実際に訪れてみたい図書館が⾒つ
かるかもしれません。貸出にはコンパクトな愛蔵ポケット版もおすすめです。 
 
地獄の季節 / ランボオ作 ; ⼩林秀雄訳 
大岡山：B1F-文庫・新書 080/Ie/552  
すずかけ台：1F-ペリパトス文庫：文庫・新書 951.6/R 
“俺は正義に対して武装した”などとタイトル同様に物々しい散文がぎゅうぎゅ
うにつめこまれた詩です。本書にはきらびやかな絵が描かれているわけではあり
ませんし、それどころか難解な⾔葉遣いがたくさんあります。しかし、⾒開きい
っぱいの独白を眺めていると、まるで一枚の絵を観ているかのような気分にさせ
られます。 
 



 東京工業大学附属図書館 Tokyo Institute of Technology Library 2016.7.19 

 
 
Satellite / 佐藤健寿著 
大岡山：B1F-一般図書 290.87/Sa 
あなたは⾶⾏機から下を眺めた経験があるのでしょうか。もし⾒たことがあるな
ら、絶対その⾵景が忘れられないですよね。この図書は、⼈⼯衛星から⾒た地球
のあちこちの写真が集まっているので、そのような⾵景が満載です。ぜひ、⼀度
目を通して、地球の美しさを実感してみてください。 
 
5⽇間の休みで⾏けちゃう!絶景・秘境への旅 : 初心者でも大丈夫!手頃な値段で
奇跡の別世界へ! / A-Works編集 
すずかけ台：1F-ペリパトス文庫：和書 290.9/A 
地球上の絶景・秘境の中から、「５⽇間の休み＆⼿頃な旅費があれば⾏ける場所」
を４５か所紹介、写真やガイド情報もたっぷり！次の休み、その絶景・秘境に⾏
きましょう！ 
 
世界の四季 : ベストシーズンを楽しむ / マーク・ベイカー他著 ; 藤井留美訳 
大岡山：B1F-一般図書 290.9/B 
⼀⽣に⼀度だけの旅を体験するために、「どこにいつ⾏くべきか」に重点を置い
て、紹介している本。表紙の『オランダのチューリップ畑』は春の⾒どころの１
つで美しい。ぜひこの本を⾒ながら、時期にあった次の旅の予定を決めてほしい。 
 
死ぬまでに⾏きたい!世界の絶景. [本編] / 詩歩著 
大岡山：B1F-一般図書 290.9/Si 
すずかけ台：1F-ペリパトス文庫：和書 290.9/Si 
この本には、日本・世界にある絶景と呼べるスポットの紹介がされていて、その
絶景の写真や旅のプラン例が掲載されています。⽐較的⻑期休暇がとれる学⽣の
うちに、ぜひ訪れてみてはどうでしょうか？ 
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世界の探検大百科 : ビジュアル版 / 英国王⽴地理学協会編 ; 佐藤友紀, 富岡
由美, 箸本寿比花訳 
すずかけ台：3F-一般図書 290.91/E 
眺めているだけで古代から現代にかけての冒険家の気分を味わえます。 
海、シルクロード、新⼤陸、深海、宇宙と、⼈類が少しずつ探求し、解明してき
た未踏の地を家の中でひきこもりながら眺めてみましょう。 
遠くに⾏きたい、と考えても研究で忙しくてそれができない⼈にお勧めです。 
 
7日間で人生を変える旅 = 7 days trip guide / A-Works編集 
大岡山：B1F-一般図書 290.93/A 
大都会でのパレードから大自然でのキャンプまで、全部で26選の旅が載ってい
て、地の果て北極から国内の温泉まで、必要な情報や綺麗な写真がたっぷりです。
その中からきっとピンと来る旅がひとつやふたつは⾒つかると思うので、是⾮楽
しんでください。 
 
宇宙 : 最新画像で⾒るそのすべて / ニコラス・チータム著 ; 梶山あゆみ訳 
すずかけ台：3F-一般図書 440.87/C 
私達の暮らす地球から遥か遠く遠く離れた、煌びやかで美しい様々な星団・星雲
たち。グローバル化に伴い海外旅⾏や出張も幾らかは⾝近になった現代ですが、
宇宙には未だ⼈類の⼿の届かない領域が無限に在ることを思い起こさせてくれ
ます。研究帰りにふと⾒上げる夜空、その先に広がる深いロマンへの気付きを与
えてくれる一冊です。 
 
夜空と星の物語 / 森山晋平編集・文 
大岡山：B1F-一般図書 443.8/M 
⾃ら⾜を運んで⾒に⾏くことは困難な世界各地の美しい星空を、この⼀冊で存分
に楽しむことができます。⼀⾯が写真のページが多く、眺めていてとても綺麗で
す。星座や神話に興味のある人は、写真に添えられた星座にまつわるエピソード
も合わせて読んでみるとさらに楽しめると思います。 
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写真で比べる地球の姿 : ビジュアル図鑑 / 幾島幸子, 関利枝⼦訳 
大岡山：B1F-一般図書 450/Sh 
環境問題、温暖化。⾔葉で⾔われても、ピンとこない⼈が多いのではないでしょ
うか。この本には、「何かが起こる前の景色」と「何かが起きた後の景色」の両
⽅が載せられています。⽬で⾒て、問題を感じ取れる、そんな⼒のある⼀冊です。 
 
若⽥光⼀の絶景宇宙写真とソラからの便り / Koichi Wakata [著] ; JAXA, 
NASA [撮影] 
大岡山：B1F-一般図書 450/W 
宇宙⾶⾏⼠・若⽥光⼀さんが、宇宙⾶⾏中に撮影した写真を添えて、地球がみせ
る様々な表情、宇宙での仕事、軌道上での出来事などについて発信したツイート
をまとめた一冊です。東京の夜景や輝くオーロラ、宇宙船の様子を通して、地球
がとても美しい惑星であることを改めて感じるとともに、宇宙が少しずつ身近な
ものになっていることを知ります。 
 
不思議で美しい⽯の図鑑 / 山田英春著 
大岡山：B1F-一般図書 458/Y 
これが石なのか、と思うほどに美しい石の写真がたくさん載っている図鑑です。
天然のものとは思えないほどに鮮やかな極彩色のものから、石の中に絵画がある
ように⾒える模様まで多種多様で、必ず惹かれる⽯に出会えると思います。写真
集ではなく図鑑を名乗っているだけあり、⽯に関する知識も充実していて満⾜で
きる一冊です。 
 
野草・雑草観察図鑑 : ⾝近で⾒る430種のプロフィール / 岩瀬徹著 ; 鈴⽊庸
夫写真 
大岡山：B1F-一般図書 470.3/I 
普段歩いているときに気にも留めていない道端の植物にも、⼀つ⼀つ名前があ
る。この本は、私たちの身の回りにある植物をカラーの写真を用いて解説してい
る。本書を⽚⼿に散歩に出かけてみれば、ありふれた道も⾊づいて⾒えるかもし
れない。 
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季節・生育地でひける野草・雑草の事典 530種 / ⾦⽥初代⽂ ; ⾦⽥洋⼀郎写
真 
すずかけ台：3F-一般図書 470.38/Ka 
道端、川辺、そして学校の中。 
どこにでもあるのに、名前も知らない草花の生態を、色鮮やかな写真付きで知る
ことができます。 
野草料理なども載っているので、興味のある⽅はぜひ試していただきたいです。 
 
世界一うつくしい昆虫図鑑 / クリストファー・マーレー著 ; 熊⾕玲美訳 
すずかけ台：3F-一般図書 486/M 
※閲覧注意！※ 
虫好きなあなたには天国の、虫嫌いなあなたには地獄の一冊です。特に、表紙の
時点で拒否反応を示してしまう方には本書を開くことは到底お勧めできません。
非常に好みの別れる一冊ではありますが、大自然が育んだ危険な造形美・色彩美
があなたに強い刺激を与えてくれることは間違いありません。 
 
世界の美しき鳥の羽根 : ⿃たちが成し遂げてきた進化が⾒える / 藤井幹著 ; 
松橋利光写真 ; 舘野鴻, かわしまはるこイラスト 
大岡山：B1F-一般図書 488.038/H 
世界の美しい鳥たちの羽根に注目した写真集。鳥の姿ではなく羽根 1枚 1枚を
写真に収めているので、種類、形、色の違いがよくわかります。羽根自体の美し
さに魅了される、そんな⼀冊です。 
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建築、アートがつくりだす新しい環境 = Architectural environments for 
tomorrow : new spatial practices in architecture and art / 三宅拓也 [ほか] 
編 
すずかけ台：3F-一般図書 520.87/Ke 
建築やインスタレーションアート※によって、地球環境に限りない可能性を表現
する世界の建築家とアーティストたちの作品写真集。これは2011年秋に東京都
現代美術館で⾏われた展覧会の図録で、14か国 28組の建築家・アーティスト
の作品が展示されました。環境をつくったり、環境に溶け込んだり、浮いたり、
光ったり、曲がったり、登ったり。この本に詰まっている作家たちのイメージす
る世界、そしてそれが具現化する世界に、未来のわたしたちを取り囲む環境が⾒
えるかもしれません。（※場所や空間全体を作品として体験させる現代美術の手
法のこと。） 
 
道具と機械の本 : てこからコンピューターまで. 新版 / デビッド・マコーレイ 
[著] ; 歌崎秀史訳 
大岡山：B1F-一般図書 530.4/M 
⾃動⾞やロボットが⼤好き！そんな少年時代を過ごした東⼯⼤⽣は少なくない
と思います。時計やおもちゃを分解して部品一つ一つがどんな形をしているの
か、どんな⾵に機能をしているのかを発⾒していくプロセスには、冒険のような
ワクワク感があります。本書は、身の回りのモノの機構をイラストをふんだんに
使って明らかにしてくれます。大学での勉強を通じて、子どもの頃には気付かな
かった発⾒もあるはずです。実験助⼿のマンモスくんと⼀緒に、また冒険に出か
けてみませんか？ 
 
鉄道メカニズム探究 : エンジニアが鉄道の技術をわかりやすく綴る / 辻村功
著 
大岡山：B1F-一般図書 546/Tu 
エンジニアの著者が鉄道技術をわかりやすくまとめた本です。通勤電⾞や新幹線
などの⾞両の写真はもちろん、普段は⾒ることのできない駆動装置の断⾯などの
写真も掲載されています。⼯学部の⽅は、⾛っている⾞両だけでなく、このよう
な機構にも興味があるのではないでしょうか。機械っぽい写真の好きな方におす
すめの一冊です。 
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パンの基本大図鑑 : パン・マルシェ / 大阪あべの辻製パン技術専門カレッジ監
修 
大岡山：B1F-一般図書 596.63/P 
有名なクロワッサンから⾒たこともないような不思議な形のパンまで、世界中の
様々なパンをきれいな写真とともに紹介しています。おいしそうなパンを⾒てい
ると、朝食はご飯派のあなたもパン派になりたくなるかも？ 
 
世界木材図鑑 : 世界中で最もよく使用されている用途の広い木材150種を厳選 
/ エイダン・ウォーカー編 ; ニック・ギブス [ほか] 著 ; 乙須敏紀訳 
大岡山：B1F-一般図書 657.2/W 
レポートやテスト勉強、研究に毎日追われるのが大学生の定めですよね。そんな
時に使う机や椅子は、どんな木材からできているのでしょうか。木材はどことな
く懐かしさを感じさせます。鉛筆の少しざらざらとした木の感覚を忘れてしまっ
ている人も多いでしょう。本書は、私たちの身の回りにある木材についての本で
す。木目や木材独特のグラデーションのかかった色合いが、カラフルな写真で美
しく再現されています。ページをめくっていけば、どこか⾒覚えのあるものがみ
つかるはずです。 
 
世界のインパクトある広告コレクション 
大岡山：B1F-一般図書 674.3/Se 
タイトル通り、インパクトある広告を集めた本。目だけでなく心にインパクトを
与える広告とは何か、また何が必要なのか、考えさせられる。 
 
不可能図形コレクション90選 / アル・セッケル編著 ; 内藤憲吾訳 
大岡山：B1F-一般図書 708.7/Se 
一瞬あれっと思ってしまうような、だまし絵や図形の90選です。きちんと図形
を辿れば、どこがおかしいのかすぐにわかりますが、確認した後にもう⼀度⾒て
みてください。そこにだまし絵の⾯⽩さがあります。わかっていても、パッと⾒
たときやっぱり騙されてしまうんです！ 
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誤解だらけの日本美術 : デジタル復元が解き明かす「わびさび」 / ⼩林泰三著 
すずかけ台：1F-ペリパトス文庫：文庫・新書 709.1/Ko 
昔の人々の気持ちになって美術品を鑑賞するには、当時の宗教観を持ち合わせな
ければならないが、なかなかそこまでは難しい。この本はデジタル復元を通して、
「時の移ろい」をかたる。著者と一緒に、時代をさかのぼる旅へ出発しよう。 
 
あっ!Photoshopロゴデザイン : プロが教える先進テクニック / 高野徹, ドル
バッキーヨウコ, 古岡ひふみ著 
大岡山：B1F-一般図書 727.8/Ta 
画像処理に広く⽤いられている「Adobe Photoshop」。写真の編集の他にも、ロ
ゴのデザインなどにも使用することができます。 
この本ではポップなキャンディーロゴからおしゃれなネオンサイン風ロゴまで、
さまざまなロゴの作成法が掲載されています。ぜひ、自分だけのオリジナルロゴ
に挑戦してみて下さいね。 
 
マップマニア : デザイナーのための地図のデザイン 
すずかけ台：3F-一般図書 727/M 
世界中の地図がぎっしり詰まった一冊。地図を作るデザイナーのために作られた
資料集ですが、地図の事例が⼤きくカラフルに、そして沢⼭載っているので⾒て
いてとっても楽しい！眺めていると、⼩旅⾏に⾏きたくなってきます……。ミニ
チュアの都市を空から眺めているようなワクワク感に、手軽に浸ってみません
か！ 
 
道のかなた / ベルンハルト M.シュミッド著 
大岡山：B1F-一般図書 748/Sc 
「この道をずっと真っ直ぐ進んだら、いったいどこにたどり着くのだろう」。い
つもの帰り道に想いを馳せてみてはどうだろうか。 
「旅の始まりにはいつも新たな期待がふくらみます」(本文より) 
普段あまり意識しない道・通路。改めて⾒てみると何だか不思議な感じがしませ
んか。⾒慣れているはずなのにいつもと違うような、知っているはずなのにどこ
に通じているのかが分からなくなるような、変だけれどどうにも心地いい、そん
な経験はありませんか。 
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新世界の窓 / ベルンハルト M.シュミッド著 
大岡山：B1F-一般図書 748/Sc 
窓から覗いた世界は、普段⾒慣れていても落ち込んだ時などに何気なく⾒ると違
う様相を⾒せてくれます。⽇光や⾵だけでなく世界の⼊⼝ともなりうる窓も、ひ
との暮らし・歴史によって様々です。何気ない存在である窓をいま少しみつめて
みませんか？ 
 
写真屋・寺山修司 : 摩訶不思議なファインダー / 寺山修司 [撮影] ; 田中未知
編 
大岡山：B1F-一般図書 748/Ta 
「摩訶不思議」この⾔葉がこんなにもピッタリな本に今まで出会ったことはな
い。パッと⾒ると、とにかく不気味だ。しかし、何故か惹きつけられ、次第にそ
の美しさに気付く。これは寺山ワールドへの招待状に過ぎないのかもしれない。 
 
宝石 : 決定版 : 品質の⾒分け⽅と価値の判断のために / 諏訪恭一著 
大岡山：B1F-一般図書 755.3/Su 
宝⽯は、その独特な輝きで古くから⼈々を魅了してきた。この本では多くの写真
が掲載されており、宝石の美しさを堪能できるだろう。眺めていると実際に宝石
を買ってしまいたくなるような、そんな不思議な⼀冊である。 
 
すぐに役⽴つ!配色アレンジBOOK / 久野尚美, フォルムス色彩情報研究所著 
大岡山：B1F-一般図書 757.3/Ku 
配⾊サンプルがこれでもか！というくらい沢⼭載っている、カラフルで⾒ている
だけでも楽しい本です。すぐに役⽴つ！と書いているだけあり、配⾊に役⽴つ基
礎知識や、カラーインデックス、パレットの配⾊ポイントなど、配⾊に関するお
役⽴ち知識がてんこ盛り！⽬次やキーワード索引、本⽂ガイドが⼤変⾒やすくな
っているので、知りたいことも簡単に探せます。ポスターの作製や、スライドを
より美しく作るのにおすすめの1冊です。 
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定本和の色事典. 増補特装版 / 内田広由紀著 
大岡山：B1F-参考図書 757.3/U 
『和の色』が色の系統ごとに紹介されている本です。色、色の名前、そのイメー
ジや関連する物の写真などが載っています。和の美しい色合いを眺めて楽しむだ
けでなく、⽇本語でつけられた響きの美しい⾊の名前を⾒て楽しむこともできま
す。和の色名の由来なども書かれていて、古文が好きという方も楽しめる1冊で
す。 
 
動く図解⼒アップドリル : グラフィック表現の壁を壊す / 原田泰著 
大岡山：B1F-一般図書 757/H 
なにかと発表する機会の多い東⼯⼤⽣におすすめの本です。発表資料の図に「動
き」の表現を取り⼊れることでイメージしやすさ・説得⼒を⾼める⽅法について、
豊富なイラストで図解されています。 
 
世界で一番美しい劇場 / エクスナレッジ 
大岡山：B1F-一般図書 771/Se 
世界にはこんなに美しい劇場があるのか、と息を飲むほどきれいな表紙が印象的
です。劇場に⾏くということは、劇やコンサートを楽しむだけではなく、その劇
場⾃体も楽しむ⾏為だと思います。写真を眺めるだけでもほれぼれとするよう
な、世界中の劇場を少し覗いてみませんか？ 
 
ヒエログリフ入門 : 古代エジプト文字への招待 / 吉成薫著 
大岡山：B1F-一般図書 894.2/Y 
古代エジプトの神聖文字ヒエログリフ。壁画に描かれたものは誰しも目にしたこ
とはあるだろうが、文字として読もうと思ったことのある人は希だろう。文字の
訳しかたが書かれているだけなのに、なぜか絵として⾒て楽しめてしまう⼀⾵変
わった本。 
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ヤモリ、カエル、シジミチョウ / 江國香織著 
大岡山：B1F-一般図書 913.6/E 
淡い水彩画に、タイトルにもなっている動物たちが箔押しされている印象的な表
紙。⾍と会話のできる幼稚園児の拓⼈、姉の育美、とその両親の物語。拓⼈の場
面は平仮名とカタカナのみで書かれ、自分もあたかも幼稚園児に戻ったように感
じてしまう、そんな世界観の本です。 
 
モモ : 時間どろぼうと、ぬすまれた時間を⼈間にとりかえしてくれた⼥の⼦の
ふしぎな物語 / ミヒャエル・エンデ作 ; 大島かおり訳 
大岡山：B1F-リベラルアーツ資料 943.7/E 
すずかけ台：1F-ペリパトス文庫：和書 943.7/E 
すずかけ台：2F-リベラルアーツ資料 943.7/E 
ビジュアルの凝った本としては同氏の『はてしない物語』が有名ですけれども、
ここでは『モモ』を採りあげました。本書も挿絵が充実していますから、たとえ
時間がなくて読めずとも、作品の世界観を眼で楽しめます。けれども本書のテー
マは何分≪時間≫です。時間にばかり眼を奪われず、まずは気軽に頁をめくって
いただきたいと思います。 
 
新建築. 住宅特集 = The Japan architect. 359号（2016年発⾏） 
ISSN:13426516 
大岡山：B2F-新着和雑誌 
この雑誌には、主に個⼈の住宅を対象としたきれいな建物の紹介が、写真と図⾯
を使って紹介されています。建築家になりたい人はこれでデザインの勉強もでき
ますし、建築にあまり興味がない人でも建物のデザインをみて楽しむことができ
ます。 
こんな家に住んでみてはいかがですか？ 
 


