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新入生のみなさんヘ
図 書館長 花 田 佳 明

(環境 ・建築デザイン学科教授)

新入生のみなさん、 入学おめでとうございます。本学での4年間が、 さまざま
な経験や多くの他者との出会いに満ちたものになることを祈っています。
そのための強力な助っ人が'本と雑誌。本と雑誌は、 ひとりでは道に迷うかも
しれない新世界へと皆さんを運ぶ案内人です。
彼らは図書館と本屋さんに住んでいます。
まず、は図書館の雑誌コーナーヘ行ってみよう。専門誌を手に取り写真や絵
です。お気に入りの雑誌を毎号チェックするだけで、 豆知識がどんどんあな
たの中にたまってし、く。
次に自分の学科に関係ありそうな本棚の前に立ってみよう。本の背中を眺
めなが‘らゆつくりと移動し、 とにかく手当たり次第に引き出してみる。重さや

図書館からのおすすめ
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rMOE絵本教室:絵本作家におそわる描き方1

I藤子・F・不二雄の世界:ワンタ'ーライフ・スペシャルj

く726.5/MOE>

改訂新版
く726.1/FUJ>
世代や国境を超えて愛され続けているキャラクターを次々に生み出し

現在活躍中の絵本作家12人の制作現場を取E
材し、色鉛筆、コラ ジュなどさまざまな手法によ
る実際の制作方法を写真入りで具体的に掲
載。インヲヒ‘ュー集「絵本作家の道」では、自身に
とっての絵本の魅力、テクニックの解説のほか、
絵本作家になるためにどんなことをしたかや、絵
本作家を目指す人へのメッセ ジも語られていま
す。そのアドバイスは作家それぞれながら全てが
暖かく、そっと背中を押してくれるはずです。

た、漫画家コンビ「藤子不二雄」。コンビを解消した後も「藤子・F・不二
雄jとして児童漫画を描き続けた藤本弘氏の、「少し不思議(略して"s
F")Jな世界へとご案内。本人が描いた「ドラえもんj誕生秘話は必読
です。また、『ドラえもん』ゃ「パーマンJの名場面も収録されているので、
アニメでしか知らない人も是非l
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『布の記憶:江戸から昭和:受け継がれる用美j
森田直/著
<753.2/MOR>
東京・南青山で「古民萎もりたjを営む森田直さ
んが愛する、江戸から昭和の働く布(海や山の仕
事着、祝着、祭着、夜具、風百敷、草履など)のコ
レクション。いずれも森田さんが手放したくなかっ
た愛すべき布たちです。作品に添えられているコ
メン卜を読むと、森田さんの暖かいお人柄が伝
わってきます。眺めているだけでも楽しい本です。
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を眺めることからスタートしよう。何かを始めるときには雑誌が一番の入門書
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厚さを手で実感すれば、 あなたと本との距離はと‘んと、ん縮まっていくで‘しよう。

Iブタとおっちゃh，J
山地としてる/著
く748/YAM>
ねじり鉢巻とくわえ空バコが基本ス歩イルの
おっちゃん。子ブ合を懐に入れて昼寝するおっ
ちゃん。ブタに固まれてなぜかギターを奏でる
おっちゃん・・・。モノクロのページから溢れんば
かりの、おっちゃんとブ空との愛。そして、あくび
をする75の傍らで卜口フィ と賞状を掲げる得
意気な笑顔のおっちゃん。それは美味しい豚
肉を生産した証oでも今はおっちゃんの養豚場
は無いという。面白うてやがて切ない写真集。

そして気に入ったものがあれば借り出そう。本を身近な場所に置いておくとい
うことは重要です。図書館から常に何冊かの本を借りている状態を 4 年間
維持すれば、 世界を歩んでいくための武器のひとつが間違いなくあなたの中
に装着される。
そして週に1回は本屋さんにも立ち寄ろう。行ったら必ず、何か買おう。文庫
本1冊でかまわない。自分のお金で‘買った本はあなたにとって一生の仲間
になることでしょう。
学生の仕事は読書と旅。図書館をそのための基地として使い、 それぞれの
専門分野へと続く道をゆつくりと歩み始めて下さし1。
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r r実のなる木」でつくるカトラリー: 10種類の木材
で13の食器をつくるJ

『シャJレロット・ベリアンと日本』
<757.8/PER>

<754.3/MIN>

昨年10月に神奈I11からスター卜した「シャルロット・
ベリアン」展の公式カタログとして刊行されたこの
本には、文楽から発想した椅子、銘々膳を壬チ
フにした机、違い棚をヒントにした書架など、モダ
ニズムと日本の民芸が響き合うことで生まれたテ
ザインの名作や、ぺリアンが撮影した写真、交友
のあった日本の人々とのあいだの書簡などが紹
介されています。内容の充実したカタログは、展覧
会に足を運ばなくても行った気分になれそう。

木工本にありがちな、そこはかとないワイルド感は
無く、一見オシャレなレシピ本といった印象。見聞
きに収められた制作手順はシンプルで見やすく、
誰でも簡単に作れてしまえそう。木の香りが立ち
昇ってきそうなカトラリーと共に美味しそうな料理
も収められた写真には、「くるくるまわす/小さじに
あわせて/ぐるぐるまわる/しろとくろJ(p40)といっ
たポエムも添えられていて、木工初心者の女性
にも手に取りやすい一冊。
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『限界デザイン:人類の生存にむけた星の王子さまか
らの贈り物j三宅理 /著
く527.04/MIY>
「限界デザインjとは、今一度人間の原点、に立ち
戻り、人間と建築のぎりぎりのあり方を前提に発
想した、無駄を削ぎ落とした究極のデザインのこ
と。極限的な状況下で成立する人間の住まいや
関連施設の計画やデザインのあり方とはどうし、う
ものか。いつでもどこでも、そして誰もが使うことが
できるものを。生き延びるためのデザインであり、
技術であることか1可よりも求められています。
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Iアーテイストのためのハンドフ‘ツク:制作に付きまとう不
安との付き合い方I デイヴィッド・ベイルズ、テッド・オーランド/著
<704/BAY>
アーテイストとして暮らしながら作品制作を続ける
ためにはどうしたらよいのか、日々直面する疑問
やモヤモヤした漠然とした不安に対してどのよう
に付き合っていけばよいのか等について、迷った
時、行き詰った時に少しだけヒントをくれる本で
す。作品制作中に、 なんだか頭の中がゴチャゴ
チャしてきたら、気分転換にこの本をバラバラめ .宅
くってみるのもL、いかも。
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詳しくは図書館ホームページで

同戸芸術一書館|明
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月曜日~金曜日- …・・…・…午前9時~午後7時
土曜日・長期休業期間…ー午前9時~午後5時
配架点検日....・H・-………・・午後3時~午後7時
(原則として毎月最終月曜日)
日曜日
国民の祝日
本学園創立記念日(2月15日)
夏期休業、 および冬期休業の指定日
その他(掲示、 ホームページでお知らせします)
期間:2週間 上限冊数:8冊
学部生
期間:3週間 上限冊数: 10冊
大学院生
*製本雑誌の貸出期間は、 3日間です。

5

ュー一二-一:プ=一.IJι二型壬空三百
国図書館職員のおすすめ!!lRにおすすめの本JlZZEar新 着 図書 リス ト [2 2年2 ^" ]

-函館z・"j�遁ii:"1・理主l�.圃圃圃圃圃・
生きることを学ぶ、終に

ジヤッケ・テリダ/善

く135.5/0ER>

高橋善丸/著

岡本太郎/著

アビ・ヴアールブ)レヴ記憶の迷宮
金子園義エロスの劇場
フラワーフェアリース

く702.34/TAN>

<723.1/KAN>

シシリー・メアリー・ハーカーlí'F

アナログ表現とデジ宮ル技法
マジカル ランド

く702.16/0KA>

田中純/著(新装版)

く726.5/BAR>

く726.5/IRAl20>

杉浦範茂/著

<727/0EZ/40>

新時代をリードする、今注目すべき日本の女性7り工イ空ー15人

く727/0NE>

ロベール・ド7ノー写真集・パリ ロベール・ドアノー/写真・文
ゆるハムさん
桜

藤本雅秋/写真 ，坂崎千春/文

賎川実花/著

く748/001>

<748/FUJ>

ノーマン・フォス空ー

デイヤン ・ スシ\ノク / 著
外尾悦郎 / 著

「窓J の思想史

梅沢良三/ 著
2011

特集自然から学ぶ空間術
住宅の空間原論

<931/OYL/l >

写真集

極意で学ぷ写真ごころ

1962.2001 /ボプ・テsイラン箸(訳詞)

森岡督行/著

Smokey Mountain
Classic 1ashion patt町ns 01 the 20th century
渡辺明日香/著
謝蒙/著

キッ;ズファッション

<383.1/WAT>

く383.15/SHA>

Margo Selby/著

せんいの科学

山崎義

高橋純/著

く753.3/SEL>

<B383.lITAK>

G

はじめてのopenFrameworks

北原義典/箸

泉本優輝/著

デザイン言語Processing入門

G

く007.6/KIT>

く007.64/IZU>

三井和男/著

く007.64/MIT>

Processingをはじめよう Casey Reas. Ben Fry/;著

く007.64/REA>

ガー・レイノルズ シンプルプレゼン

く336.4/REY>

ガ ・レイノルズ/箸

「書類・手帳・ノート・ノマドjの文具術
最高に楽しい「間取りJの図鑑

美崎栄一郎/箸

本間至/著

藤瀧和弘/著 く540/FUJ>

PICマイコンの基礎

後閑哲也/著

Arduinoで始める電子工作
木の名の由来
作る力

<548.2/GOK>

田原淳

郎/著

深津正。小林義雄/著

思想としての「無印良品J

永井隆則/編著

色の不思議世界

<754.9/IRO>

く754.9/KAM>

く757.04/NAG>

小町省朝生/著

く778.77/QUE>

く778/EIZパ2>

-f，，;�=長率E主主�.圃圃圃圃
崖っぷちの木地屋

松本直子/著

信州秋山郷木鉢の民俗
神輿大全

く384.38/MURm>

鈴木雅雄，林道郎/著

ハンス・ウルリッヒ・オブリスト/著

西洋美術史を解体する

白川昌生/著

く702.22/Alo>

く702.3/SHI>

<712.3/SCUfl >
<712.3fSCU/2>

く723.1/TAK>

Ghosl日izabeth Peyto円
後藤英彦/著

く733/GOT>

支倉凍砂/著(シリーズ)くB913.6/HAS/*>

5.1 nception<A778.253/INC>

村上春樹/著(シリーズ) <913.6/MUR/*>

2011年度リク工スト・利用者統計 結果ム報告
2011年度

(新規購入依頼)の件数は

(2011年4月....2
.. 012年2月)

利用者統計

f碍)

(人1
12000
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s∞0
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. f*Jは1、2年生のみ

図書:194冊
AV資料:19点

でした。

学外者

教職 員

3、4年生のみ

30口0

*空フ
フト・
型補

今年度も是非、ご利用ください。

11000

6000

大学 院

. fメテeイアJと「造形jは

く748/ZUC>

く755.4/NET>

東アジアをめぐる金属工芸

2011年度に受付けたリクエスト

*映 像

根付今昔

3.1Q84

4.蛇にピアス<A77821 /HEB>

造形

Andrew Zuckerman/著

岡崎箪/作 <754.7/0KA>
メンス'・ジュエリ-. rÎイブJレ <755.3/MEN>

<518.8/TOS>

3.借りぐらしのアリエッテイくA778.77/KAR/l >

く723_53/PEY>

く723.53/PRI>

竹の世界

く518.8/TOS>

3.アヴァンギャルド芸術論

く707/BIJ>

瀧下和之/著

プリズン・アート

く702.06/SUZ>

く704/KUR>

美術の素材と環境教育

Japon:ism

2 . サマーウ ォ ーズ <A778.77/SAM/l >

鈴木康広/著 く702.16/SUZ>

アイ・ウェイウェイは語る
アートピック・サイト

2.地球の歩き方(シリーズ)く290.9/CHI>

3.狼と香辛料

<701/AAT>

シュルレアリスム美術を語るために
まばたきとはばたき

1 .告白 <A778.2 1 /KOK/l >

ジョJレジョ ・ デ・ マルキス/著く702.06/DEM>

く384.38/SHI>

く386.1/MIK>

アート・プラyトフォーム

1.世界素描全集{シリーズ}く723.08/SEK/*>

*ま ん が

6

ベン・クイ ン.カレン・ベック/著

7
口

久隆浩 / (ほか]著

都市計画とまちづくりがわかる本 伊藤雅春 /[ ほか]編著
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都市・まちづくり学入門

く778.77/MIYo>

ンョン
フアツ‘

<518.8/NIH>

荻原真/著

Hiroshi Sugimoto Ker叩日rougher and Pia Pia Müller.Tamm /著 <748fSUGb>

<334.6/HAR>

いま、 都市をつくる仕事

(M)

ビ ジ ュア ル

春山成子 /i編著

特集映画制作の現場

f空へ続〈道J
HABI'普
<748/HAB>
どの頁を闘いてもそこにある
のはさEと大l色の地平総，
こんな道を走っτみたい、そう
思わせ奇写真集z
(wl

『光の帝国:常野物語j
思 図 陸j 著
<B913.6/0NO>
不思鐘者能力を鋳つ『常軍事(と
この)Jの-�をめぐる遺作
短窃隼，優し〈切ないファ
ンタジーです.

く778.77/HAG>

なぜ宮崎駿はオヲクを批判するのか

Creature

出Aム唱ーーーー『
災害軽減と土地利用

(Y.K.)

Mobile剖itG叫訓Unicorn Ka�仙i Haji同時d即lω|町cIlivesカトキハジメ/著 <778771KAT>

liれん

く757.3/KOM>

・

fキケン1有川浩/著
<913.6/ARI>
学B園生活1: ・キウン- 1ζ
iちているl彼らのように目"1:や
りすぎだ11ど、 みなさんも棄し
い毎自在送っτ〈ださい.
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デザインの力

いろけん/箸

く778.77/ART>

From the Renaissance 10 the present day

く750.21/SEI>

神谷哲史/著

fldっきアーニャの真っ
赤な克実j米原万里/著

/

(E)

""
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2011年度費用7/キ�1....!�.� 5�円????開!

<778.77/ANI>

カーズ2

.す い本です。

く778.7/YOS>
く778.77/ANI>

From anliquity to the middle ages

く673.7/FUK>

切ってつなげて贈りたく在るモヒールの本

神谷流創作折り紙に挑戦

く548.2/TAH>

く653.2/FUK>

深津徳/著

生活工芸プロジェクト/著

<336.5/MIS>

く527.1/HON>

マンガでわかる電気

吉原順平/著

く778.77/ANI>

THE ART OF

/ ていく。組織管 理がわかりや

松江哲明/著 く778A/MAT>

鋼の錬金術師(原画集)

，佐藤哲也/著 くB586/YAM>

イラストで学ぶヒューマンイン生フ工 ス

く761.8/MII>

く761.9/SAS>

/

「四畳半神話大系j

<914.6/YON>
ïal勧の東T!Xで音f!が途絶えIと
友、30年後、著者が勤勉歩くふ
い留で懸命に生古る人身に思い
を馳せてみませんか。
(G.M)

く748/NAG>

The a吋01 1rom up on Poppy Hill

Goma/著 く594/GOM>

I黒jは日:本の常識、世界の非常識

く771/KOU>

アニメ ションの本

おぐらみこ/著 く594.2fOGU>

Color and lexture in weaving

公共劇場の10年

アニメ学

く593.36/NAK/3>

ドレープドレープ;3 佐藤ヒサコ/著 く593.36/SAT/3>
Gomaのゆかいなこども雑貨

佐々木敦/著

アニメプロデューサーの仕事論

<589.26/HAT>

刺しゅうで描くまいにち

即興の解体/懐胎

日本短編映像史

く589.25/WAL>

中道友子/著

く743/ITO>

御池鮎樹/著

映像作家サハイバル入門

く589.21/KIZ>

パターンマジ/J;伸縮素材

く740/MOR>
伊藤みろ/著

名越啓介/著

裏口からの作幽入門

く547.33/00T>

，

， め に 、 主人公が B問中4真穏し

、

キム・ギドヲの世界野生もしくは賄罪の山羊 チョン・ソンイJレ/編著く778.221/KIMc>

く589.21/DEN>

ジョナサン・ウォルフォード/著

ハγ卜&キャ・ノプ

Anne Tyrrell/著 <383.1/TYR>

大塚明/著

く740.21/00T>

fも し 高校 野 湾の女子
マネージャーがドラッカーの『マ
ゑÿメントjを銭んだらJ:岩崎:.淘l'審
<913.6I1WA>

」 腕酬の野慨を甲子阻l耳〈た

(図書館事務室長)‘

森見登美彦/箸
<913.6/MOR>
〉牙えf.j:い男子京大生が述ぃ1主んだ‘と
んでもない也界とほ!?不毛牢
日常や唾棄すべき義友すも
愛おし〈なる育審物鱈a
(U.ko)

く726.5/SHO/4>

大竹昭子/著

彼らが写真を手にした切実さを

く931/DYL/2>

シユース:A.Z

く527.1/JUU>

，

\
\

/

(1臼1歩}

く526.67/SPAパ6>

どちび[ほか1 /著

l7Ç地明聖書j抑方Tr:語
く913.6!UBU>
、
i古川i事海{実をの人物)の人柄と総意・ \
IU
，2さを 過して 、 f 改暦J という一大事 教
を完成させるまでの物語。庶民の趣味が
算術という江戸時代の教育
レベルの高さに驚かされる。

..

<526.67/SPAパ5>

-E司r.'JJ'il忠誠�l!・圃圃圃圃・

少 女 世界 ， 第 4 号

ボブ・テ'イラン全詩集 1962.2001 /ボフ・テイラン箸(原詞)

テニム・バイヤーズ・ガイド

<524.89/HAM>

く525.1/SO/11>

遠藤政樹 /[ほか]著

ポブ・テeイラン全詩集

チャイナドレスの文化史

/つ /\

，

『芸術工学栂箇l吉武器水/
<757/GE1>
初代学長が箇穫 された本。 出版
されてから20年以上経ちます
が、はじめの1歩はやはりここ
からということで・

く524/UME>

浜本隆志/ 著

SO : space design

く523.33/FOSs>

<523.36/S0T>

サウンド・クリ工一堂ーのための工フ工クタ製作講座

<778.21/ZER>

ストリートファッション論

西還泰彦 / 著 く523.2/NIS>

サグラダ・ファミリア
構造家侮沢良三

く520A/FUJ>

<520.4/LAC>

圃，;�己責 í':r�l.l:�"'Æ� .圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃・

く748/NIN>

本づくりの匠たち く749.09/HON>
ゼ口年代日本映画100

五十嵐太郎 / 著 く520.28fIGA>

藤村龍至 . TEAM ROUNOABOUT f 編著

特集仮設建築による都市の空間

<726.5/SUG>

100 ggg books 100 graphic desigr官rs.

アーキテヲ卜2.0

東アジアの日本人建築家

く499.7/TAK>

近代広告の誕生 竹内幸絵/著 く674.7/TAK>
岡本太郎爆発大全

現代日本建築家列伝

反建築 フランコ・ ラ ・チェケラ / 著

BABIES(ベイビーズ)く480.87/BAB>
くすりとほほえむ元気の素

※@…文庫・新書コ ナーlこ有ります

月

01

く756.22/HIG>

7

「図書館ツアーj

(新入生対象)開催!

科目[f
の皆別対象とした
図書館では新入生
し性
を案内
書館
環とし て、図
タテ‘イスキルズ，jの一
館ツ
書
ご説明する「図
がら資料の探し方などを
生証を
o新 入生 の皆さんは学
アーjを開催します
加してください。
お持ちの上、必ず参
抗

日時4月9日(月)

限 Wア-5施fため
1新入
限�3
生以外の方へ0)00闇L

4月16日(月)は長期
貸出の返却期限
日で、すO
延滞しないよう、期
限までに必す、返却し
てくだ
さし、。返却 期 限は、
本の後ろの方に貼
ってあ
る「返却平限 票Jを
見 ると わ かります。
また、図
書館発 行 の10 ・パス
ワ ード、を お 持 ち であ
れ ば、
図書館ホームヘ。一
、 →図書館蔵書
検索
(OPAC)プ利 用 者
サ ービ スの 「 利用状
況の
確 認Jで確認できま
す。万 一、期限を
過 ぎて返
却する場合は、ゲート
の外から職員に声
をかけ

ふ

からになります。)

費よGallery of肌b
352Z12 2 2
l什 (.5天そ 上 の ウヴ、(
- -1

- ナスJ展 ①j

-般 図 書 の

展事

;; jtな:2 2z~
い る図書� J

A ν資 料 の

めて�J
�
' _ V /. � ン フパス で紹介されで

展号

4月 21 17主主22222
ミ ピヨ
開館スケジュール(2012年4月"""6月)
※スケジ.ユールは変更する場合があります。最新情報はホームページでご確認ください。

:9時-17時

仁コ :15時-17時

亡コ:15時-19時・圃:閉館日

eooe
新入生の皆さん、ご入学おめでとう
ございます。始まったばカ川の大学
生活。慣れない環境にふと疲れる
こともあるのではっそんな時は、図書
館に立ち寄ってみませんか。本や
漫画、映画など、館内にあふれる無
数の「別世界jへ、少しの間バカン
スに出かけるのも良し、かもしれませ
んよ。

