
書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

編集天国 菅付 雅信／著 （ピエ・ブックス） 2009 021.4/ｽｶ/

プロに学ぶデジタルカメラ「ネイチャー」写真術　感動をあたえる
写真とはなにか
ブルーバックス B-1858

水口 博也／著 （講談社） 2014 080/122/1858

グラビア美少女の時代
集英社新書 ヴィジュアル版

細野 晋司／著
山下 敦弘／著 （集英社）

2013 080/ｼﾕ/

カメラ至上主義！
平凡社新書 187

赤城 耕一／著 （平凡社） 2003 080/ﾍｲ/187

撮りたい写真が撮れる！デジカメ撮影のコツ　カラー版
平凡社新書 547

近藤 純夫／著 （平凡社） 2010 080/ﾍｲ/547

美しいヌードを撮る！
平凡社新書 695

ハナブサ リュウ／著 （平凡社） 2013 080/ﾍｲ/695

ネコを撮る
朝日新書 33

岩合 光昭／著 （朝日新聞社） 2007 081.06/ｱｻ/33

篠山紀信シルクロード　１ 篠山 紀信／写真 文 （集英社） 1982 292/106/

篠山紀信シルクロード　２ 篠山 紀信／写真 文 （集英社） 1982 292/106/

篠山紀信シルクロード　３ 篠山 紀信／写真 文 （集英社） 1981 292/106/

篠山紀信シルクロード　４ 篠山 紀信／写真 文 （集英社） 1981 292/106/

篠山紀信シルクロード　５ 篠山 紀信／写真 文 （集英社） 1981 292/106/

篠山紀信シルクロード　６ 篠山 紀信／写真 文 （集英社） 1982 292/106/

篠山紀信シルクロード　７ 篠山 紀信／写真 文 （集英社） 1981 292/106/

篠山紀信シルクロード　８ 篠山 紀信／写真 文 （集英社） 1982 292/106/

東日本大震災-写真家17人の視点
篠山 紀信／[ほか撮影]
アサヒカメラ編集部／編集 （朝日新聞
出版）

2011 369.31/ｼﾉ/

王の夢・ルートヴィヒⅡ世
篠山 紀信／撮影
多木 浩二／文 （小学館）

1983 523.3/109/

あなたにもできる実践ライティング&撮影テクニック
玄光社MOOK

 （玄光社） 2011 674.3/ｱﾅ/

スタジオ撮影&ライティングブック　基礎から学べるプロの技
エムディエヌ・ムック

PHOTO GRAPHICA編集部／編 （エム
ディエヌコーポレーション）

2009 674.3/ｴﾑ/

基礎から始める、プロのためのスチルライフライティング
COMMERCIAL PHOTO SERIES

 （玄光社） 2009 674.3/ｷｿ/

写真家　篠山紀信の世界



商品撮影のためのライティング基礎講座
コマーシャル・フォトシリーズ

 （玄光社） 2005 674.3/ｼﾖ/

商品撮影ライティング デジタル時代にも役立つ商品ライティン
グテクニック
Commercial Photo Series

 （玄光社） 2008 674.3/ｼﾖ/

商品写真の撮り方完全ガイド プロがやさしく教えるブツ撮りの
手引き

鈴木 知子／著 （エムディエヌコーポ
レーション）

2014 674.3/ｽｽ/

東京ディズニーリゾートクロニクル30年史
My Tokyo Disney Resort 96

ディズニーファン編集部／編 （講談社） 2013 689.3/ｺｳ/

芸術ウソつかない　横尾忠則対談集
横尾 忠則／著
井上 陽水／[ほか述] （平凡社）

2001 704/ﾖｺ/

アサヒカメラ教室　１ 朝日新聞社／編 （朝日新聞社） 1959 740/10/

眼の狩人　戦後写真家たちが描いた軌跡
フォトミュゼ

大竹 昭子／著 （新潮社） 1994 740.2/23/

フォトグラファーになるには
なるにはBOOKS 31

飯沢 耕太郎／著
山内 宏泰／著 （ぺりかん社）

2007 740.7/ｲｲ/

写真のプロになる！
写真の学校

久門 易／著
写真の学校 東京写真学園／監修 （雷
鳥社）

2007 740.7/ｸﾓ/

プロが教えるカメラマンへの道
写真の学校

タクマ クニヒロ／著
写真の学校 東京写真学園／監修 （雷
鳥社）

2011 740.7/ﾀｸ/

撮影テクニック百科　写真表現の基礎をおぼえる
日本カメラMOOK

 （日本カメラ社） 2011 743/ｻﾂ/

写真用語の基礎知識　これだけ知れば基本はOK
NCフォトシリーズ 16

 （日本カメラ社） 2010 743/ｼｬ/

すぐに役立つ被写体別画面構成
玄光社MOOK

 （玄光社） 2008 743/ｽｸ/

写真をもっと魅力的に撮るための構図のお手本帖　よい写真
には必ずルールがあります。

種清 豊／写真
まるや ゆういち／写真 （エムディエヌ
コーポレーション）

2012 743/ﾀﾈ/

楽しもう！ストロボ撮影　光を自在にコントロールして思いどお
りの写真を撮ろう
Gakken Camera Mook

 （学研パブリッシング） 2011 743/ﾀﾉ/

適正露出の決定　被写体条件別
NCフォトシリーズ 17

 （日本カメラ社） 2010 743/ﾃｷ/

ナショナルジオグラフィックプロの撮り方完全マスター
NATIONAL GEOGRAPHIC

ジェームズ・P.ブレア／著
スコット・S.スタッキー／著 （日経ナショ
ナルジオグラフィック社）

2012 743/ﾌﾚ/

実践人物ライティング
写真の学校

写真の学校 東京写真学園／監修 （雷
鳥社）

2008 743.4/ｼﾔ/

写真、撮られ術。　プロ写真家がそっと教える、証明写真の撮ら
れ方！

永田 昌徳／著 （講談社） 2012 743.4/ﾅｶ/

こども写真　「うちの子」を世界一かわいく撮る本
生活シリーズ

三原 由宇／著 （主婦と生活社） 2014 743.4/ﾐﾊ/

日本の春桜撮影ガイド
Motor magazine mook カメラマンシリーズ

中橋 富士夫／責任編集 （モーターマガ
ジン社）

2004 743.5/ﾅｶ/

古都の写し方入門　奈良・京都・鎌倉
日本カメラMOOK

原田 寛／著 （日本カメラ社） 2010 743.5/ﾊﾗ/



花の写真表現術　自分だけのフラワーフォト
Motor Magazine Mook カメラマンシリーズ

田中 達也／[著] （モーターマガジン社） 2010 743.6/ﾀﾅ/

デジタル一眼構図の教科書　プロが教える150のテクニック
かんたんフォトLife

上田 晃司／著
河野 鉄平／著 （技術評論社）

2013 746/ｳｴ/

差がついてグッとよくなるデジカメの撮り方　一眼レフ・コンパク
トカメラ対応

大浦 タケシ／監修 （池田書店） 2010 746/ｵｵ/

ワンダー・フォトグラフィー　知られざる特殊分野の撮影／映像
の世界
コマーシャル・フォトシリーズ

久門 易／著 （玄光社） 2013 746/ｸﾓ/

カメラと写真を最高に楽しむための教科書　基本の操作も、思
い通りの表現もこの一冊でOK

河野 鉄平／著 （エムディエヌコーポ
レーション）

2013 746/ｺｳ/

デジタル一眼レフの疑問300　撮影テクニック編
SOFTBANK MOOK

デジタルフォト／責任編集 （ソフトバン
ククリエイティブ）

2010 746/ｿﾌ/

デジタル撮影の適正露出と色彩調整　作品の完成度が高まる
デジタル一眼レフの設定と使いこなし
日本カメラMOOK

谷口 泉／著 （日本カメラ社） 2008 746/ﾀﾆ/

デジタル一眼風景写真大事典　ビジュアル
GAKKEN CAMERA MOOK

 （学研パブリッシング） 2012 746/ﾃｼ/

最高のモノクロ写真の創り方　スナップ写真をアート作品に仕
上げる

ジョン・バットドーフ／著
早川 廣行／監修 （ピアソン桐原）

2012 746/ﾊｯ/

日本の美　現代日本写真全集　第６巻　女優  篠山 紀信／著（集英社） 1979 748/157/

三島由紀夫の家
篠山 紀信／撮影
篠田 達美／文 （美術出版社）

1995 748/228/

ザ歌舞伎座
篠山 紀信／撮影
坂東 玉三郎／案内役 （講談社）

2001 774/ｼﾉ/

大相撲 日本相撲協会／企画・編集 （小学館） 1996 788.1/ﾆﾎ/

定本作家の仕事場 篠山 紀信／写真 （新潮社） 1996 910.26/ｼﾉ/

文藝別冊　澁澤龍彦　増補新版
KAWADE夢ムック

（河出書房新社） 2013 910.268/ｼﾌ

図説古事記
ふくろうの本

石井 正己／著
篠山 紀信／写真 （河出書房新社）

2008 913.2/ｲｼ/

決定版　三島由紀夫全集　35 三島 由紀夫／著 （新潮社） 2003 918.68/ﾐｼ/

吉行淳之介全集　第11巻 吉行 淳之介／ほか著 （新潮社） 1998 918.68/ﾖｼ/

吉行淳之介全集　第14巻 吉行 淳之介／ほか著 （新潮社） 1998 918.68/ﾖｼ/

広告批評　３３５号　特集「NUDE by KISHIN─篠山紀信と時代
とハダカの女たち─」

 （マドラ出版） 2009 Z67/41/

芸術新潮　６３巻１０号（通巻７５４号）　大特集「篠山紀信「写真
力」って、なんだ!?」

 （新潮社） 2012 Z70/5/

美術手帖　ｂｔ　ｖｏｌ．６１　ｎｏ．９２０　特集「篠山紀信　ＮＵＤE」  （美術出版社） 2009 Z70/11/



アサヒカメラ　９９巻１号（通巻１０４６号）　特集「対談・篠山紀信
×ベッティナ・ランス」

 （朝日新聞社） 2014 Z74/1/


