
【ミニ企画展示】 本はフォントで決まる
【展示期間】2019年 10月 1日（火）～ 10月 31日（金）　【展示場所】附属図書館 2階エレベーター前

※展示期間終了後の配架場所

書名等 編著者 出版者 出版年 請求記号 資料番号 配架場所※

欧文書体 : その背景と使い方  小林章著  美術出版社 2005.7 727.8||Ko12 9060106538 2F図書ゾーン

漱石全集  第5巻  夏目金之助著  岩波書店 1994 918.68||N58||5 9090206340 1F図書ゾーン

書物にとっての美  (近現代のブックデザイン考 ;

1).

 本庄美千代, 北澤智豊

企画編集

 武蔵野美術大学美術

館・図書館
2012.1 022.57||Sh96 9130400135 1F図書ゾーン

文字造形を主体にした大町尚友の教育の軌跡 =

Tracks of typography education of Shoyu

Ohmachi  (武蔵野美術大学のデザイン教育アー

カイブ . 「タイポグラフィ教育」展 =

"Typography education" exhibition ; 1).

 大町尚友編
 武蔵野美術大学美術

館・図書館
2012.9 727.8||Ta22 9130400168 2F図書ゾーン

グーテンベルクの謎 : 活字メディアの誕生とそ

の後
 高宮利行著  岩波書店 1998.12 022.33||Ta43 9199906431 1F図書ゾーン

タイポグラフィーメイキング
 タイポグラフィーメ

イキング編集部編
 誠文堂新光社 2009.9 727.8||Ty7 9300026337 2F図書ゾーン

匠の文字とデザイン : 広告・パッケージ・パン

フレット・装丁の文字とデザイン特集

 パイインターナショ

ナル
2014.9 727.8||Ta74 9300054024 1F学生選書

タイポグラフィの基本ルール : プロに学ぶ、一

生枯れない永久不滅テクニック  (a.D Design

Lab ; Issue1 vol.4).

 大崎善治著
 ソフトバンククリエ

イティブ
2010.12 727.8||O73 9300054217 1F学生選書

実例付きフォント字典 = Japanese font library

with examples

 パイインターナショ

ナル
2015.5 727.8||J55 9300054321 1F学生選書

みみをすます  谷川俊太郎著  福音館書店 1982.6 911.56||Ta88 9300167021
1F谷川俊太郎図

書コーナー

おとこのこってなんでできてる : おんなのこっ

てなんでできてる  (マザー・グースのうた =

The songs of Mother Goose / 谷川俊太郎訳 ;

堀内誠一画 ; 第1集).

 谷川俊太郎訳 ; 堀内

誠一画
 草思社 1975.7 931||Mo82||1 9300167486

1F谷川俊太郎図

書コーナー

世界の文字と記号の大図鑑 : Unicode 6.0の全グ

リフ

 ヨハネス・ベルガー

ハウゼン, シリ・ポア

ランガン著

 研究社 2014.8 548.963||B38 9300168146 2F参考図書

タイポグラフィ・ベイシック = Typography

Basic
 高田雄吉著

 パイインターナショ

ナル
2018.4 727.8||Ta28 9300242077 2F図書ゾーン

文字の食卓  正木香子著  本の雑誌社 2013.1 749.41||Ma61 9300243422 1F学生選書

タイポグラフィデザインの楽しさを探る : 田中

晋の教育の軌跡 = Discovering enjoyment in

typography design : Shin Tanaka's locus as an

educator  (武蔵野美術大学のデザイン教育アー

カイブ . タイポグラフィ教育 = Typography

education ; 2).

 田中晋編
 武蔵野美術大学美術

館・図書館
2017.1 727.8||Ta22 9300256325 2F図書ゾーン

標準書体 文書構成のデザイン  (文字のデザイン

テキスト ;  1 . 日本字デザイン ; 1).
 佐藤敬之輔著  丸善 1970 727.8||S2||1-1 9851218032 2F図書ゾーン

マーク・ロゴタイプ・タイトルのデザイン  (文

字のデザインテキスト ;  2 . 日本字デザイン ; 2).
 佐藤敬之輔著  丸善 1971 727.8||S2||1-2 9851218043 2F図書ゾーン

ひらがな  上 (文字のデザイン ; 2-3).  佐藤敬之輔著  丸善 1964.12 727.8||S2||2-2 9851383283 3F大型図書

ひらがな  下 (文字のデザイン ; 2-3).  佐藤敬之輔著  丸善 1964.12 727.8||S2||2-3 9851383294 3F大型図書

漢字  上 (文字のデザイン ; 5).  佐藤敬之輔著  丸善 1973.4 727.8||S2||2-5 9851383317 3F大型図書

日本のタイポグラフィ : 活字・写植の技術と理

論
 佐藤敬之輔著  紀伊国屋書店 1972 749.4||S2 9851565977 2F図書ゾーン

タイポグラフィ  (デザイン技法シリーズ ; 5).  伊藤幸作著  ダヴィッド社 1971 757.08||D||5 9851566741 2F図書ゾーン

すべて悲しき若者たち  (フィッツジェラルド作

品集 / フィッツジェラルド [著] ; 渥美昭夫, 井上

謙治編 ; 2).

 フィッツジェラルド

[著] ; 渥美昭夫, 井上

謙治編 ; 宮本陽吉 [ほ

か] 訳

 荒地出版社 1981.7 938||F4||1-2 9860001040 1F図書ゾーン

The typebank : 現代日本のタイプフェイス  タイプバンク編  朗文堂 1985.5 727.8||T4 9870029784 2F図書ゾーン

（裏面へ続く）



書名等 編著者 出版者 出版年 請求記号 資料番号 配架場所※

はてしない物語

 ミヒャエル・エンデ

作 ; 上田真而子,佐藤

真理子訳

 岩波書店 1982.6 943||E3||2u 9880083986 1F図書ゾーン

広辞苑  : 並装, : 総革装  新村出編  岩波書店 1991.11 813.1||K||(5) 9910062427 1F図書ゾーン

日本語大博物館 : 悪魔の文字と闘った人々  紀田順一郎著  ジャストシステム 1994.1 810.2||Ki12 9930069495 1F図書ゾーン


