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1 Robert Capa, photographs ; : hardcover

foreword by Henri
Cartier-Bresson ;
remembrance by
Cornell Capa ;
introduction by Richard

Aperture c1996

2
ちょっとピンぼけ
黒い哀しい歌
ハリウッドの王子 (世界ノンフィクション全集 / 中野好夫[ほか]編 ; 24).

R.キャパ[著] ; 川添浩
史,井上清壹訳 .
ビリー・ホリディ[著] ; 油
井正一,大橋巨泉訳 .
エロール・フリン[著] ;
三田正道訳

筑摩書房 1968

3 天体写真を撮るための冷却CCDカメラテクニック講座 岡野邦彦著 誠文堂新光社 2009.7
4 フジフイルム・写ルンです = Fujifilm 《Utsurundesu》 (デザインの解剖 ; 2). 佐藤卓著 美術出版社 2002.5

5 ニッポン・プロダクト : デザイナーの証言、50年!
日本インダストリアルデ
ザイナー協会監修

美術出版社 2006.2

6
光学機器が一番わかる : 3Dなどの先端技術も解説! 最新の光学を基礎から理解する (しく
み図解 ; 009).

福田京平著 技術評論社 2010.5

7 光学機器の基礎 左貝潤一著 森北出版 2013.3
8 体系的に学ぶデジタルカメラのしくみ. -- 第2版 神崎洋治, 西井美鷹著 日経BPソフトプレス 2009.2
9 図解レンズがわかる本 (Visual engineering). 永田信一著 日本実業出版社 2002.11

10 よくわかる最新レンズの基本と仕組み : 身近な現象と機器に学ぶ (How-nual図解入門). 桑嶋幹著 秀和システム 2005.3
11 レンズの基本としくみ : 最新図解スッキリわかる! 河合滋著 ナツメ社 2012.5
12 トコトンやさしいレンズの本 (B&Tブックス . 今日からモノ知りシリーズ). 齋藤晴司著 日刊工業新聞社 2013.3

13
よくわかる最新レンズの基本と仕組み : 身近な現象と機器に学ぶ光学入門 : あなたの知ら
ないレンズの秘密がわかる. -- 第2版 (How-nual図解入門).

桑嶋幹著 秀和システム 2013.4

14 CCD・CMOSカメラ技術入門 竹村裕夫著 コロナ社 2008.4

15 わかりやすいCCD/CMOSカメラ信号処理技術入門 鈴木茂夫著 日刊工業新聞社 2005.8

「Photography
展示期間：2015年3月30日(月)～2015年5月28日（木) 展示場所：1Fアメニティゾーン

春は新しい世界に出会うことが多くなる季節です。
そんな季節に、過ぎゆく毎日を残しておける写真やカメラについて、知ってみるのはいかがでしょうか。

写真集はもちろん、技法や歴史など、様々な本をご紹介いたします。

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TY20008057
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00026692
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00026692
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00026692
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00051622
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00039190
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00071848
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00054592
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00054592
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064190
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060335
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00048267
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00048296
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064191
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064194
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064218
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064218
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00051535
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00051554
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16 デジカメの画像処理
映像情報メディア学会
編

オーム社 2011.4

17 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 2005.1

18 写真のキーワード : 技術・表現・歴史
ジル・モラ著 ; 前川修
[ほか] 監訳

昭和堂 2001.6

19 カメラ面白物語 : エピソードでつづる日本の写真150年 朝日新聞社編 朝日新聞社 1988.10
20 写真に帰れ : 『光画』の時代 飯沢耕太郎著 平凡社 1988.10
21 写真大事典 講談社 1984
22 よい子のための写真教室 (たのしい写真 / ホンマタカシ著 ; [1]). ホンマタカシ著 平凡社 2009.6
23 Adobe Photoshopで実践するフォトレタッチ講座 (コマーシャル・フォト・シリーズ). 玄光社 2010.6
24 新アサヒカメラ講座 ; 3 動植物写真編 朝日新聞社編 朝日新聞社 1994.3-

25 カメラ・オブスクラ年代記 (朝日選書 ; 651).
ジョン・H・ハモンド著 ;
川島昭夫訳

朝日新聞社 2000.5

26 図説クラシック・カメラ
H.I.グロス著 ; 梅田晴夫
訳

東京書房社 1973

27 ライカの歴史. -- 復刻版 中川一夫著 写真工業出版社 1994.11

28
レンズの活用きほんBOOK : レンズを知れば写真はもっと楽しくなる。 ; 標準キットレンズ・単
焦点・マクロ・広角レンズ編

WINDY Co.編著 ; 標準
キットレンズ・単焦点・マ
クロ・広角レンズ編

マイナビ 2012.2

29 単焦点レンズの撮り方手帖 : 明るいレンズでふんわりぼけを楽しむ! WINDY Co.編著
毎日コミュニケーション
ズ

2011.9

30 森山大道路上スナップのススメ (光文社新書 ; 478). 森山大道, 仲本剛著 光文社 2010.8

31
フィルム写真の教科書 : フィルムカメラ&写真の面白さを発見する本 (玄光社MOOK . カメラ・
ライフ ; 別冊).

玄光社 2012.8

32 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 [ほか] 著 技術評論社 2013.10
33 写真表現のテクニック110 : プロ作家のカメラアイと撮影の基本 川上重治著 総合科学出版 1978.7
34 写真作法 土門拳著 ダヴィッド社 1976.9

35
ひとりで仕事をする研究者・ライターのために. -- 新版 (プロ並みに撮る写真術 / 日沖宗弘
著 ; [1]).

日沖宗弘著 勁草書房 1995.5

36 心を揺さぶる写真をとるために (プロ並みに撮る写真術 / 日沖宗弘著 ; 2). 日沖宗弘著 勁草書房 1993.11

37 デジタル写真の色を極める! : 「写真の学校」 桐生彩希著 雷鳥社 2013.10

38 モノクロ写真の現像とプリント (シリーズ日本カメラ ; No.112). 日本カメラ社 1996.10

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00061010
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00061764
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00050141
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00005555
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00010925
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00030923
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00054885
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00054883
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00049100
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00000805
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00014500
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00033066
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060329
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060329
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060330
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00054882
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00061761
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00061761
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064325
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00049485
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00009545
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00049985
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00049985
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00049984
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064329
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00061783
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39 モノクロ×Photoshop : 陰影が生み出す美と感動
ヴィンセント・ヴェル
サーチ著 ; エドナ・エル
フォント編集 ; Bスプラ

ボーンデジタル 2014.3

40
プロのためのデジタル一眼ムービー : ファイルムービー時代の映像制作ガイド決定版! (コ
マーシャル・フォト・シリーズ).

玄光社 2011.1

41 蜷川実花展 : 地上の花、天上の色 : 1995-2008
朝日新聞社事業本部文
化事業部編

朝日新聞社 c2008

42 キャメラを持った男 (リュミエール叢書 ; 6).
ネストール・アルメンドロ
ス著 ; 武田潔訳

筑摩書房 1990.6

43 カメラが欲しい 尾辻克彦著 新潮社 1986.1
44 カメラ常識のウソ・マコト : デジカメ時代の賢いつきあい方 (ブルーバックス ; B-1446). 千葉憲昭著 講談社 2004.6
45 図解・カメラの歴史 : ダゲールからデジカメの登場まで (ブルーバックス ; B-1781). 神立尚紀著 講談社 2012.8

46
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 2014.3

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00070844
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00061763
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00061763
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064639
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00015916
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00005585
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00036054
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062349
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00072337
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00072337
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