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展 示 資 料 
 

インテリアを楽しむ 
書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

おしゃれエクステリア : すてき

なガーデンデザイン(主婦と生

活・生活シリーズ) 

 主婦と生活社 2006 421012D 527||O75 

暮らしたいのはこんな家 : 決

定版(Plus 1 housing)(Plus 1 

living:別冊) 

 主婦の友社 2008 445903C 527||Sh99 

バススペース(スペースデザイ

ンシリーズ) 

キャサリン・ヘイグ

著/中村浩美訳 

産調出版 2000 366732E 527.1||H15 

ワンスペース・リビング

(É.T.style) 

シンシア・イニオンス

著/鈴木宏子訳 

エディシオン・トレ

ヴィル/河出書房

新社 (発売) 

2002 366766J 527.1||I54 

ワークスペース(スペースデザ

インシリーズ) 

ロリー・マック著/竹

田悦子訳 

産調出版 2000 366734B 527.1||Ma21 

スモールスペース(スペースデ

ザインシリーズ) 

アヌープ・パリク著/

七搦理美子訳 

産調出版 2000 366729E 527.1||P23 

収納スペース(スペースデザイ

ンシリーズ) 

デボラ・ロバートソン

著/新井朋子訳 

産調出版 2000 366731G 527.1||R52 

Love kitchen : 世界のキッチン

マニア 

辛智恵, 政所健司

編 

エクスナレッジ 2007 423246B 527.3||L94 

101 finishing touches : stylish 

home ideas 

Julie Savill Hylas publishing 2003 400140B 527.4||Sa92 

101 bathrooms : stylish room 

solutions 

Julie Savill Hydra Publishing 2003 400187H 527.6||Sa92 

ベッドスペース(スペースデザ

インシリーズ) 

カレン・ハウズ著/七

搦理美子訳 

産調出版 2000 366733C 529||H96 

キッチンスペース(スペースデ

ザインシリーズ) 

ジリー・ラブ著/竹田

悦子訳 

産調出版 2000 366730I 529||L94 

ウインドウスタイリングブック : 

ライフスタイルを窓にする 

塩谷博子 [著] トーソー株式会社

トーソー出版 

2002 369919G 529||Sh77 

にっぽんオリジナルのデザイ

ン力(枻文庫:056. 美しい椅

子:2) 

島崎信, 生活デザイ

ンミュージアム [著] 

枻出版社 2004 454933D 583.7||Sh45 

Just chairs : pbk. Patricia Bueno Harper Design 

International 

2003 402149F 583.75||B84 

1000 chairs Charlotte & Peter Taschen 2005 444731A 583.75||F25 



Fiell 

椅子の研究 : 椅子のある生

活、椅子のかたちマガジン 

No.2(ワールド・ムック:293) 

 ワールドフォトプレ

ス 

2001 366722H 583.75||I85||2 

わたし好みのデザイン和もの

一〇〇選 : +おまけ八選 

裏地桂子著/川部米

応写真 

『わたし好みのデ

ザイン和もの百

選』出版プロジェク

ト 

2006 426171C 589.038||U81 

TALK テーブルコーディネータ

ーテキスト : 中級コース 

食空間と生活文化

ラウンドテーブル編 

優しい食卓 2006 421703J 596.8||Sh96 

The shabby chic home Rachel 

Ashwell/photograph

y by Amy 

Neunsinger/sketche

s and illustrations by 

Deborah Greenfield 

ReganBooks 2000 402123B 597||A92 

The relaxed home 1st ed Atlanta 

Bartlett/photograph

y by Polly Wreford 

Ryland Peters & 

Small 

2000 402124A 597||B25 

Catalogue : THE CONRAN 

SHOP 2003-2004 

 Living Desiging 

Center Co., Ltd. 

2003 389355D 597||C26 

Collections : the world's best 

new designs 2007(Elle 

decoration:01) 

[editor in chief, 

Michelle Ogudehin] 

Hachette Filipachi 2007 434023A 597||E48||2007 

私のインテリア : 外国のミセ

スに学ぶ(Home book) 

山崎 1郎写真/藤井

和子著 

三水社 1988 221815B 597||F57 

北欧デザインの正しい使い

方 : Scandinavian design 

wants you use the right way(エ

イムック:1645. 北欧スタイ

ル:no. 16) 

 枻出版社 2008 438499H 597||H82||16 

住まいとインテリア(生活文化

とインテリア:2) 

インテリア産業協会

教育図書開発編集

委員会著 

インテリア産業協

会/産能大学出版

部(発売) 

2001 457833D 597||I57 

ようこそパリの子ども部屋 ジュウ・ドゥ・ポゥム

著 

ジュウ・ドゥ・ポゥム 2005 416819E 597||J43 

マンション・インテリアの基本 : 

ライフスタイルを生かす 

大倉祥子監修 新星出版社 2009 445904B 597||O57 

「光の家具」照明 坂川栄治著 TOTO出版 2005 405449B 597||Sa28 

マンションで思いどおりの部屋

づくり(Seibido mook) 

[成美堂出版編集部

編] 

成美堂出版 2007 434436H 597||Se17 

インテリアの基本レッスン : コ 主婦の友社編 主婦の友社 2009 445902E 597||Sh99 



ーディネートセンスをみがく! 

Fika(美しい部屋別冊)  主婦と生活社 2008 438055A 597||Sh99 

How to decorate : the best of 

Martha Stewart living 

 Clarkson Potter 1996 402125I 597||St9 

チルドレンズ・スペース

(〓.T.style) 

ジュディス・ウィルソ

ン著/デビ・トレラー

撮影/部谷真奈美翻

訳 

エディシオン・トレ

ヴィル/河出書房

新社 (発売) 

2003 389331G 597||W75 

The Collection 07/08 [Paul McGillick, 

editor in chief] 

Indesign 2007 434021D 597.038||C84||

07/08 

独り暮らしをつくる 100 : Your 

own doors 

川上ユキ著 文化出版局 2004 448786J 597.04||Ka94 

ローマンシェード : エレガント

な窓の装い 

 トーソー出版 1985 204375B 597.2||To72 

テレンス・コンランの収納術 テレンス・コンラン著

/遠藤裕子, 坂本響

子訳 

エクスナレッジ 2006 429396H 597.5||C86 

かわいいアイディアと収納のコ

ツ 203 : キッズインテリア(セレ

クト books) 

主婦の友社編 主婦の友社 2009 448792D 597.5||Sh99 

花アレンジメント&テーブルコ

ーディネート(ブティック・ムッ

ク:no.620) 

鴨田由利子：鬼頭郁

子：武内啓子著 

ブティック社 2007 421640H 627.9||Ka41 

ナチュラルガーデン実例集 : 

樹木・草花と自然素材で彩ら

れた癒しの庭 : 全 67例(ブテ

ィック・ムック:718) 

 ブティック社 2008 434441D 629.75||B67 

花色レッスン&コーディネート

book(主婦の友生活シリーズ) 

中山正範, 室谷優

二著 

主婦の友社 2006 436434B 629.75||N45 

单欧のかわいいデザインた

ち : スペイン・ポルトガルのセ

ンスのよい日用品 

pieni kauppa著 ピエ・ブックス 2007 438050J 757.023||P61 

と/to 小泉誠著 TOTO出版 2005 438543I 757.087||Ko38 

カラーインスピレーション 久野尚美, フォルム

ス・色彩情報研究所

著 

講談社 1992 101430H 757.3||Ku48 

カラーテイスト配色ブック : 

tasteful color combinations 

久野尚美, フォルム

ス・色彩情報研究所

著 

グラフィック社 2004 408517F 757.3||Ku48 

The complete color harmony : 

expert color information for 

professional color results 

Bride M. Whelan, 

Tina Sutton 

Rockport 

Publishers 

2004 390277D 757.3||W66 



インテリアと色彩 : 色彩の基

本とカラーコーディネーション

(インテリア・コーディネート・ブ

ック) 

インテリア産業協会

インテリア・コーディ

ネート・ブック編集委

員会著 

インテリア産業協

会/産能大学出版

部(発売) 

2000 364869J 757.8||I57 

ジャパニーズ・モダン : 剣持

勇とその世界 

森仁史編 国書刊行会 2005 405793H 757.8||Mo45 

The new color book  Chronicle Books 2004 398254I 757.8||N68 

イームズ時代の家具の本(エイ

ムック:414) 

 枻出版社 2001 366762G 758||I49 

パリのプリンセスルーム(エク

スナレッジムック) 

 エクスナレッジ 2005 412194F B||6748 

ストックホルムのキッチン ジュウ・ドゥ・ポゥム

著 

ジュウ・ドゥ・ポゥム

/主婦の友社 

2005 412208J B||6755 

超ビギナーのためのフラワー

アレンジ基礎レッスン : ひとり

でも学べる、やさしいやさしい

花あしらいの教科書(「花時間」

特別編集) 

神保豊総監修 角川書店 2002 412211J B||6756 

吉原理映さんの手作りで楽し

むナチュラルインテリア(別冊

プラスワンリビング) 

吉原理映 [著] 主婦の友社 2006 418194I B||6906 

インテリア雑貨の作り方がわ

かる本 : 暮らしのセンスアッ

プブック 

 学習研究社 2006 418206F B||6912 

100円 Zakkaでかわいい暮ら

し : インテリアもおしゃれ小物

も子どもグッズも(ベネッセ・ム

ック) 

ヨシザキセイコ著 ベネッセコーポレ

ーション 

2009 444093F B||7960 

IKEAのある部屋 : IKEAのあ

るインテリアと暮らしが盛りだく

さん(&home別冊) 

エフジー武蔵企画・

編集 

双葉社 2009 445933E B||7994 

かわいい手づくり雑貨 : 100の

つくり方(くりくりの本) 

くりくり編集室編 二見書房 2010 451456E B||8412 

もっとかわいい手づくり雑貨 : 

1000の手芸(くりくりの本) 

くりくり編集室編 二見書房 2010 451457C B||8426 

はじめてのウォールステッカ

ー : かわいい、ちいさな、手

づくり雑貨 

CHIKU著 ビー・エヌ・エヌ新

社 

2010 451849H B||8428 

FIGARO japon 2009.10.20  TBSブリタニカ    

FIGARO japon 2010.3.20  TBSブリタニカ    

FIGARO japon 2010.12  TBSブリタニカ    

FIGARO japon 2012.6  TBSブリタニカ    



日経 WOMAN 2010.9  日経ホーム出版

社 

   

日経 WOMAN 2011.9  日経ホーム出版

社 

   

日経 WOMAN 2012.3  日経ホーム出版

社 

   

Casa brutus 2008.6  マガジンハウス    

 

インテリア関連の資格 
書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

一番わかりやすい合格論文入

門 : インテリアコーディネーター

二次試験 第 3 版 

インテリア問題研究

会編 

ハウジングエージェ

ンシー出版局 

2002 389507G 529||I57 

インテリアコーディネーターハン

ドブック 改訂新版 販売編 

インテリア産業協会

著 

インテリア産業協

会 

2006 440155H 529||I57 

一番役立つインテリアコーディ

ネーター早引きプロ用語辞典 

西山紀子編 ハウジングエージェ

ンシー出版局 

2010 449596J 529||N87 

色彩 : カラーコーディネーター

入門 改訂増補版, 第 2 版 

大井義雄, 川崎秀昭

著 

日本色研事業 2007 440049G 757.3||O31 

インテリアコーディネーターにな

るには 改訂(なるには

Books:59) 

エイ・アイ・ケイ教育

情報部編著 

ぺりかん社 2000 368960D B||5678 

インテリアコーディネーターきら

めくキャリア : 仕事の中身・資

格の取得・就職&独立のすべて

がわかる 

三島俊介著 こう書房 2007 417010F S||145 

インテリアコーディネーター資格

試験問題集 : 最新 5 か年 平

成 19 年度版 

インテリアコーディネ

ーター試験研究会編 

井上書院 2007 423165B S||166 

基礎からマスター!二級建築士

試験 

二級建築士受験対

策プロジェクト編 

オーム社 2007 423853C S||172 

こんなにおもしろい福祉住環境

コーディネーターの仕事 

芳村幸司編著 中央経済社 2005 423856H 

 

S||173 

なる本福祉住環境コーディネー

ター 改訂第 3 版(なる本シリー

ズ:17) 

三島俊介著 週刊住宅新聞社 2004 423855J S||174 

インテリアコーディネーター受験

スーパー記憶術 : 重要事項

600 第 3 版 

原口秀昭著 彰国社 2007 424486J S||183 

カラーコーディネーター検定完

全独習 3 級 [改訂版] 

桑原美保,宇田川千

英子著 

早稲田教育出版 2007 432503G S||308 



カラーコーディネーター検定完

全独習 2 級 [改訂版] 

桑原美保,田川千英

子著 

早稲田教育出版 2007 432504E S||309 

福祉住環境コーディネーターま

るごとガイド : 資格のとり方・し

ごとのすべて(まるごとガイドシリ

ーズ:17) 

高齢社会の住まいを

つくる会監修 

ミネルヴァ書房 2004 432559B S||321 

インテリアコーディネーター「商

品と販売」合格キーワード 

森谷延周著 山海堂 2007 432535E S||322 

インテリアコーディネーター「計

画と技術」合格キーワード 

森谷延周著 山海堂 2006 432536C S||323 

インテリアコーディネーター一次

試験短期合格テキスト 

小野あゆみ編 日本能率協会マネ

ジメントセンター 

2007 432485E S||324 

2 級建築士試験問題選集 平成

20 年版 

 相模書房 2007 436480F S||405 

U-CANの福祉住環境コーディ

ネーター3 級速習レッスン : よく

わかる! 2010 年版 

ユーキャン福祉住環

境コーディネーター

試験研究会編 

日本通信教育連盟

/主婦の友社(発売) 

2010 446855E S||545 

U-CANの福祉住環境コーディ

ネーター2 級速習レッスン : よく

わかる! 2010 年版 

ユーキャン福祉住環

境コーディネーター

試験研究会編 

日本通信教育連盟

/主婦の友社(発売) 

2010 446856C S||546 

色彩検定 3 級最短合格完全ガ

イド解説&問題集 : 文部科学省

後援 

前田明美監修 : ウ

イリング編著 

エムディエヌコーポ

レーション 

2011 457327H S||665 

色彩検定 3 級本試験対策 : 文

部科学省後援 [2012 年版] 

熊谷佳子著 学研教育出版/学

研マーケティング 

2011 457326J S||666||3 

インテリアコーディネーターの仕

事につきたい! (教えて、先輩!私

の職業シリーズ:3) 

久住博子著 中経出版 2011 457607B S||676 

 

 
展示資料以外にも資料を所蔵しています。 

 

図書館ホームページより、ＯＰＡＣ（蔵書検索）で検索をしてみよう！ 

 


