
タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

錯視の不思議 ロバート・オズボーン／著 創元社 2015.11 145.5/ｵｽﾞ

だまされる視覚 北岡 明佳／著 化学同人 2007.1 145.5/ｷﾀ

錯視入門 北岡 明佳／著 朝倉書店 2010.6 145.5/ｷﾀ

人はなぜ錯視にだまされるのか? 北岡 明佳／著 カンゼン 2008.7 145.5/ｷﾀ

錯視図鑑 杉原 厚吉／著 誠文堂新光社 2012.7 145.5/ｽｷﾞ

錯視芸術 フィービ・マクノートン／著 創元社 2010.8 145.5/ﾏｸ

だまし絵でわかる脳のしくみ 竹内 龍人／著 誠文堂新光社 2012.2 145/ﾀｹ

だまされる目錯視のマジック 竹内 龍人／監修・解説 誠文堂新光社 2009.2 145/ﾀﾞﾏ

トリックアート図鑑だまし絵 北岡 明佳／監修 あかね書房 2011.1 145/ﾄﾘ

トリックアート図鑑ふしぎ絵 北岡 明佳／監修 あかね書房 2011.3 145/ﾄﾘ

なぜこう見える?どうしてそう見える?錯視のひみつにせまる本 1～3 - ミネルヴァ書房 2013 145/ﾅｾﾞ/1

超びっくり!奇妙で妖しい?錯覚美術館 MONALISA／編著 汐文社 2016.3 145/ﾓﾅ

脳と目の科学　1～2 クライブ・ギフォード／著 ゆまに書房 2016.2 491/ｼﾞﾌ

だまし絵の不思議な世界 杉原 厚吉／著 誠文堂新光社 2011.12 725/ｽｷﾞ

だまし絵の世界 北岡 明佳／監修 講談社 2013.2 725/ﾀﾞﾏ

きれいな模様の描き方 おまけたらふく舎／著 誠文堂新光社 2009.8 727/ｵﾏ

ふしぎな模様の描き方 おまけたらふく舎／著 誠文堂新光社 2011.5 727/ｵﾏ

タイリング描法の基本テクニック 杉原 厚吉／著 誠文堂新光社 2009.10 727/ｽｷﾞ

ケルト紋様の幾何学 アダム・テットロウ／著 創元社 2014.10 727/ﾃｯ

美しい曲線の幾何学模様 リサ・デロング／著 創元社 2014.11 727/ﾃﾞﾛ

だまし絵サーカス ウォーレス・エドワーズ／作 講談社 2009.1 E/ﾀﾞﾏ/

ほか 山梨県立図書館
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タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

世界で一番美しいお花畑への旅 - エクスナレッジ 2013.11 290.87/ｾｶ

世界の雪景色 海野 弘／解説 パイインターナショナル 2014.11 290.87/ｾｶ

空から見た美しき世界 ナショナルジオグラフィック／編著 日経ナショナルジオグラフィック社 2014.6 290.87/ｿﾗ

地球一周空の旅 PPS通信社／写真 パイインターナショナル 2011.5 290.87/ﾁｷ

神々の宿る日本の絶景 富田 文雄／写真 パイインターナショナル 2012.6 291.08/ﾄﾐ

日本の絶景 富田 文雄／写真 パイインターナショナル 2011.6 291.08/ﾄﾐ

スノーフレーク ケネス・リブレクト／著 山と溪谷社 2006.11 451.6/ﾘﾌﾞ

極光(オーロラ)物語 谷角 靖／写真 青菁社 2009.11 451.7/ﾀﾆ

世界でいちばん美しい洞窟、魅惑の石窟 MdN編集部／編 エムディエヌコーポレーション 2015.1 454.6/ｾｶ/

新世界透明標本 冨田 伊織／作 小学館 2009.10 480.7/ﾄﾐ

青い生きもの図鑑 小宮 輝之／監修 河出書房新社 2015.7 481.1/ｱｵ

世界の美しいフクロウ マリアンヌ・テイラー／文 グラフィック社 2014.8 488.7/ﾃｲ

死ぬまでに見たい!絶景の鳥 - エクスナレッジ 2015.3 488/ｼﾇ

世界のすごい室内装飾 - パイインターナショナル 2015.4 529/ｾｶ

世界の美しい猫 ダーリーン・アーデン／文 グラフィック社 2016.1 645.7/ｱﾃﾞ

わたしの庭 今森 光彦／写真・文 クレヨンハウス 2005.8 748/ｲﾏ

世界で一番美しいレントゲン図鑑 ニック・ヴィーシー／[著] エクスナレッジ 2013.2 748/ｳﾞｨ

新・世界でいちばん美しい街、愛らしい村 MdN編集部／編 エムディエヌコーポレーション 2015.3 748/ｼﾝ

世界でいちばん美しい城、荘厳なる教会 MdN編集部／編 エムディエヌコーポレーション 2013.12 748/ｾｶ

日本の夜景 丸田 あつし／著 エンターブレイン 2010.10 748/ﾏﾙ

ほか

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

ブローチ 渡邉 良重／絵 リトルモア 2004.12 726.5/ﾜﾀ

絵本化鳥 泉 鏡花／ぶん 国書刊行会 2012.11 726.6/ｲｽﾞ

アライバル ショーン・タン／著 河出書房新社 2011.4 726.6/ﾀﾝ

ふりむく 松尾 たいこ／絵 マガジンハウス 2005.9 726.6/ﾏﾂ

アンデルセン3つの愛の物語 H.C.アンデルセン／原作 学研 2005.9 726/ｱﾝ

岸辺のふたり マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット／作 くもん出版 2003.3 726/ｳﾞｨ

歌う悪霊 ナセル・ケミル／ぶん 小峰書店 2004.10 726/ｵﾙ

綱渡りの男 モーディカイ・ガースティン／作 小峰書店 2005.8 726/ｶﾞｽ

金曜日の砂糖ちゃん 酒井 駒子／[作] 偕成社 2003.10 726/ｻｶ

ぼくを探しに シルヴァスタイン／作 講談社 1979.4 726/ｼﾙ

少年のころ ミヒャエル・ゾーヴァ／絵 小峰書店 2005.6 726/ｿﾞｳﾞ

かないくん 谷川 俊太郎／作 東京糸井重里事務所 2014.1 726/ﾏﾂ

闇の夜に ブルーノ・ムナーリ／著 河出書房新社 2005.7 726/ﾑﾅ

マジョモリ 梨木 香歩／作 理論社 2003.5 913/ﾅｼ

ピアノ調律師 M.B.ゴフスタイン／作・絵 すえもりブックス 2005.8 933/ｺﾞﾌ

黒グルミのからのなかに ミュリエル・マンゴー／文 西村書店 2007.7 E/ｸﾛ

永い夜 ミシェル・レミュー／作 講談社 1999.5 E/ﾅｶﾞ

百年の家 ロベルト・インノチェンティ／絵 講談社 2010.3 E/ﾋｬ

ぶどう酒びんのふしぎな旅 藤城 清治／影絵 講談社 2010.4 E/ﾌﾞﾄﾞ

魔術師アブドゥル・ガサツィの庭園 C.V.オールズバーグ／絵と文 あすなろ書房 2005.9 E/ﾏｼﾞ/

真昼の夢 セーラ・L.トムソン／文 ほるぷ出版 2006.6 E/ﾏﾋ
ほか 山梨県立図書館


