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book of jewel booklist for ippo-plus 2015/3/14

タイトル 著者 出版社
□ a book of books Nicholson Baker Bulhnch
□ Joseph Beruys Early Watercolor Joseph Beruys W.W.Norton
□ Telomere テロメア 永石勝 木楽社
□ レヴィ=ストロースの庭 港千尋 NTT出版
□ JAZZ Henri Matisse George Braziller
□ derek jarman's garden howard sooley Thames & Hudson
□ 根来 展覧会図録 MIHO MUSEUM
□ 仮往生伝試文 古井由吉 河出書房新社
□ 紅毛繪伊萬里 野々上慶一 吾八ぷれす
□ アースダイバー 中沢新一 講談社
□ 古都旅情 瀬戸内寂聴 平凡社
□ アンリ・ミショー　ひとのかたち 東京国立近代美術館 平凡社
□ カルティエ宝飾デザイン 展覧会図録 日本経済新聞社
□ Huckleberry: Zoe Nathan Chronicle Books
□ The Complete Flowers Robert Mapplethorpe teNeues Pub.
□ 刻々の炎 八木一夫 駸々堂
□ 解剖学者ドン・ベサリウス ペトリュス・ボレル 沖積舎
□ Extraordinary Leaves Dennis Schrader Firefly Books Ltd
□ LES ANNEES 60. THE SIXTIES postcard HAZAN
□ CZECH EDEN チェコ・エデン マシュー・モンティス 赤々舎
□ 変幻する神々 アジアの仮面 杉浦康平 日本放送出版会
□ ダンディズム 生田耕作 奢灞都館
□ 唐川びとへ 白谷達也 ラトルズ
□ MENUS for Chez Panisse Patricia Curtan Princeton Architectual Press
□ WOODCUT Verlyn Klinkenborg Princeton Architectural Press
□ FRANCIS BACON John Russell New York Graphic Society
□ 文体練習 レーモン・クノー 朝日出版社
□ WILLIAM EGGLESTON PARIS W.Eggleston STEIDL
□ ピカソと愛犬ランプ D・D・ダンカン ランダムハウス講談社
□ 日本の茶庭藝術 重森三玲 臼井書房
□ 博物誌 鳥 L'OISEAU ジュール・ミシュレ 思潮社
□ 契丹伝奇集 中野美代子 日本文芸社
□ 金子光晴新詩集 IL 金子光晴 勁草書房
□ 立ちどまって 李禹煥 書肆山田
□ サフォ ドオデエ 新潮社
□ 西村朝陽庵氏所蔵品目録 売立目録 京都美術倶楽部
□ 津軽 太宰治 津軽書房
□ ISSEY MIYAKE Mark Holborn TASCHEN
□ モネ〈睡蓮〉と今日：ルイ・カーヌ 展覧会図録 川村記念美術館
□ The Crying of Lot 49 Thomas Pynchon Vintage UK
□ 唐草物語 澁澤龍彦 河出書房新社
□ 海のふた よしもとばなな ロッキング・オン
□ Masterpieces from the Collection of the Kunstmuseum Winterthur展覧会図録 読売新聞社
□ ANDREAS GURSKY A.グルスキー 読売新聞東京本社
□ White porcelain―黒田泰蔵白磁作品集 黒田泰蔵 アムズ・アーツ・プレス
□ サイレント・ガーデン 武満徹 新潮社
□ 影の縫製機 ミヒャエル・エンデ 長崎出版
□ Universal Symbol of the Brand Louis Vuitton 読売新聞大阪本社
□ 雨滴抄 白洲正子 世界文化社
□ かくれ里 愛蔵版 白洲正子 新潮社
□ THE STARS & THE SEA Original Notebook THE STARSAND THE SEA.COM
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□ McSWEENEY'S 44 Mcsweeney's Quarterly Concern) Mcsweeneys Books 
□ 神屋宗湛の残した日記 井伏鱒二 講談社
□ Les Vases communicants Andre Breton Gallimard
□ 一色一生 志村ふくみ 求龍堂
□ 犬とハモニカ 江國香織 新潮社
□ The Catcher in the Rye J.D.Salinger Penguin Books
□ 丘に向ってひとは並ぶ 富岡多恵子 中央公論社
□ 旅の仲間 巌谷國士編 晶文社
□ 雷鳴の頸飾りー瀧口修造に 書肆山田編 書肆山田
□ 文士の風貌 井伏鱒二 福武書店
□ おいしい水 椎名桜子 マガジンハウス
□ 青空 ジョルジュ・バタイユ 晶文社
□ 盲目物語 谷崎潤一郎 ほるぷ出版
□ Satori in Paris Jack Kerouac Grove Press
□ 眼の沈黙 中村真一郎 朝日出版社
□ FLOWERS  MAPPLETHORPE R.Mapplethorpe BULFINCH
□ 陰者の告白 平野威馬雄 話の特集
□ ISAMU NOGUCHI イサム・ノグチ庭園美術館 美術出版社
□ 侏儒の言葉 芥川龍之介 文藝春秋社
□ 白磁 具本昌 ラトルズ
□ ポッピズム アンディ・ウォーホル リブロポート
□ Cartier Creative Writing Francois Chaille Flammarion
□ rimbaud ランボー詩集 A.ランボー ほるぷ出版
□ 器、この、名もなきもの 祥見 知生 里文出版
□ Pastoral and Flowers 展覧会図録 アプトインターナショナル
□ Big Sur Jack Kerouac Mondadori
□ In Cold Blood Truman Capote PENGUIN CLASSICS
□ 生贄 ジョルジュ・バタイユ 奢霸都館
□ バースデイ・ストーリーズ レイモンド・カーヴァー 中央公論新社
□ タタド 小池昌代 新潮社
□ 複雑な彼 三島由紀夫 集英社
□ ナイン・ストーリーズ J.D.サリンジャー ヴィレッジブックス
□ 木の匙 三谷龍二 新潮社
□ 小澤征爾さんと音楽について話をする 村上春樹 新潮社
□ ハードボイルド／ハードラック 吉本ばなな ロッキング・オン
□ やさい風土記 平野雅章 東京書房社
□ 雪月花 白洲正子 神無書房
□ 小林秀雄　美を求める心 展覧会図録 新潮社
□ THE GREAT PAPER TOY SHOW MAKIKO AZAKAMI CHRONICLE BOOKS
□ 光琳ART　光琳と現代美術 内田篤呉監修 角川学芸出版
□ Katachi 日本のかたち 高岡一弥 編 ピエ・ブックス
□ きんぎょ 高岡一弥 ピエブックス
□ クレーの日記 パウル・クレー 新潮社
□ テーブルの上のファーブル クラフト・エヴィング商會 筑摩書房
□ ハンドブック 江口宏志 学研教育出版
□ わが動物記 犬飼哲夫 暮しの手帖社
□ 日本文様類集   光琳道しるべ編 芸艸堂編集部 芸艸堂
□ 日本文様類集  蒔絵大全編(二) 芸艸堂編集部 芸艸堂
□ 色ー日本の染織 VOL1 artbook72 草土社
□ 色ー日本の染織 VOL2 artbook72 草土社
□ 色ーアジアの染織 VOL1 artbook72 草土社
□ 民藝 1978/5 三百五号 李朝磁器 日本民芸館
□ 民藝 1983/1 三百六十一号 沖縄 日本民芸館
□ 民藝 1985/11三百九十五号 絵画論 日本民芸館
□ 民藝 1987/4 四百十二号 韓国の巫術 日本民芸館
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□ 民藝 1987/5 四百十三号 網組品 日本民芸館
□ 民藝 1988/10 四百二十七号 コンド族 日本民芸館
□ 掌 2007/5 陶磁5人のつくり手 松本クラフト推進協会
□ 掌 2013/5 ホームスパン 松本クラフト推進協会
□ 掌 2008/5 染織 5人のつくり手 松本クラフト推進協会


