
東海大学代々木図書館

代々木図書館ミニ展示「ゆく年くる年　2018-2019」

※全て貸出可能です。棚にないものは貸出中です。

内容 書名 出版社 出版年 請求記号

1 東京ディズニーリゾート35周年 ディズニー流感動を生む企画の秘密 /　大畠崇央著. すばる舎 2016 336.1/O

2 東京ディズニーリゾート35周年 恋するディズニー別れるディズニー /　堀井憲一郎著.  (新潮文庫 ; 10624, ほ-20-6). 新潮社 2017 689.5/H

3 東京ディズニーリゾート35周年 ディズニーがスタッフに最初に教えたこと /　小松田勝著.
日本経済新聞出版
社

2015 689.5/K

4 東京ディズニーリゾート35周年 ディズニーの待ち時間を劇的に減らす方法 /　みっこ著. ベストセラーズ 2018 689.5/M

5 東京ディズニーリゾート35周年 テーマパーク経営論 : 映画会社の多角化編 / 中島恵著. 三恵社 2013 689.5/N

6 東京ディズニーリゾート35周年 テーマパークの施設経営 / 中島恵著. 三恵社 2013 689.5/N

7 東京ディズニーリゾート35周年 ディズニーのすごい集客 /　嶋田亘克著. フォレスト出版 2017 689.5/S

8 東京ディズニーリゾート35周年
東京ディズニーリゾートクロニクル35年史 / ディズニーファン編集部編. - (My Tokyo
Disney resort ; 145).

講談社 2018 689.5/T

9 東京ディズニーリゾート35周年
ディズニーアニメーション大全集 /ディズニーファン編集部編. -- 新版.  (Disney fan
mook ; 30).

講談社 2014 778.77/D

10 東京ディズニーリゾート35周年
The Disney book : 誕生から未来までディズニーのすべて /ジム・ファニング著 ; 小宮山
みのり訳.

講談社 2016 778.77/F

11 「潜伏キリシタン」世界遺産登録 かくれキリシタン : 長崎・五島・平戸・天草をめぐる旅 / 後藤真樹著. (とんぼの本). 新潮社 2018 198.221/G

12 「潜伏キリシタン」世界遺産登録
長崎の教会 : 平戸、長崎、五島、祈りの地を巡る / 吉田さらさ文 ; 飯田裕子写真.  (楽
学ブックス . 文学歴史 ; 19).

JTBパブリッシング 2015 198.22/Y

13 「潜伏キリシタン」世界遺産登録
美しき教会と祈り : 世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」を巡る /
松田典子著.

講談社 2018 198.22193/M

14 「潜伏キリシタン」世界遺産登録 五島列島の全教会とグルメ旅 / 長崎文献社編.  (長崎游学マップ ; 11). 長崎文献社 2016 291.93/G
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内容 書名 出版社 出版年 請求記号

15 「潜伏キリシタン」世界遺産登録
大学的長崎ガイド : こだわりの歩き方 /　長崎大学多文化社会学部編 ; 木村直樹責任
編集.

昭和堂 2018 291.93/D

16 「潜伏キリシタン」世界遺産登録 長崎と天草の教会を旅して : 教会のある集落とキリシタン史跡 / 繁延あづさ著. マイナビ出版 2017 291.93/S

17 「潜伏キリシタン」世界遺産登録 図説長崎の教会堂 : 風景のなかの建築 / 木方十根, 山田由香里著.  (ふくろうの本). 河出書房新社 2016 523.193/K

18
小田急ロマンスカーLSE（7000形）
引退・JR山手線新駅名発表

ぐるり一周34.5キロJR山手線の謎2020 /　松本典久編著. (じっぴコンパクト新書 ; 345). 実業之日本社 2018 686.21/M

19
小田急ロマンスカーLSE（7000形）
引退・JR山手線新駅名発表

テツ語辞典 : 鉄道にまつわる言葉をイラストと豆知識でプァーン!と読み解く / 栗原景文
; 池田邦彦絵.

誠文堂新光社 2018 686.21/K

20
小田急ロマンスカーLSE（7000形）
引退・JR山手線新駅名発表

ツウになる!鉄道の教本 /　土屋武之著 秀和システム 2017 686.21/T

21
小田急ロマンスカーLSE（7000形）
引退・JR山手線新駅名発表

日本の鉄道 : 鉄道趣味初心者からマニア・コレクターまで / 野口武悟編集.(「知」のナビ
事典 / 日外アソシエーツ株式会社編集).

日外アソシエーツ 2018 686.21/N

22
小田急ロマンスカーLSE（7000形）
引退・JR山手線新駅名発表

東京消えた!鉄道計画 : 歴史秘話から読み解く首都未成766線 / 中村建治著. (イカロス
MOOK).

イカロス出版 2017 686.21/N

23
小田急ロマンスカーLSE（7000形）
引退・JR山手線新駅名発表

小田急沿線ディープなふしぎ発見 / 浜田弘明監修. (じっぴコンパクト新書 ; 344). 実業之日本社 2018 686.21/O

24
小田急ロマンスカーLSE（7000形）
引退・JR山手線新駅名発表

小田急ロマンスカー物語 / 生方良雄, 諸河久共著. -- 復刻版. 復刊ドットコム 2017 686.21/U

25
小田急ロマンスカーLSE（7000形）
引退・JR山手線新駅名発表

東京大改造マップ2018-20XX : 働き方・暮らし方の近未来が分かる!! / 日経アーキテク
チュア編. (日経BPムック).

日経BP社 2018 518.8/T

26 GAFA ITビッグ4の描く未来 : Apple Amazon Google Facebook / 小久保重信著. 日経BP社 2017 007.35/K

27 GAFA
ジョン・ハンケ世界をめぐる冒険 : グーグルアースからイングレス、そしてポケモンGOへ
/ ジョン・ハンケ著 ; 飯田和敏取材・構成.

星海社 2017 289.3/H

28 GAFA
カテゴリーキング : Airbnb、Google、Uberは、なぜ世界のトップに立てたのか / アル・ラ
マダン, デイブ・ピーターソン, クリストファー・ロックヘッド, ケビン・メイニー著 ; 長谷川圭
訳.

集英社 2017 336.1/K

29 GAFA
ワーク・ルールズ! : 君の生き方とリーダーシップを変える / ラズロ・ボック著 ; 鬼澤忍,
矢羽野薫訳.

東洋経済新報社 2015 336.4/B

30 GAFA
デス・バイ・アマゾン : テクノロジーが変える流通の未来 / 城田真琴著 = Death by
amazon.

日本経済新聞出版
社

2018 673.7/S
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内容 書名 出版社 出版年 請求記号

31
なまはげ等「来神、仮面・仮装の
神々」無形文化遺産登録

YOKAI NO SHIMA : 日本の祝祭-万物に宿る神々の仮装 / シャルル・フレジェ著.
青幻舎インターナ
ショナル

2016 386.1/F

32
なまはげ等「来神、仮面・仮装の
神々」無形文化遺産登録

日本の年中行事を英語で紹介する事典 = A bilingual handbook on Japanese seasonal
events / 石井智子著 ; 浅見ローナ幸恵英文校閲.

ナツメ社 2010 386.1/I

33
なまはげ等「来神、仮面・仮装の
神々」無形文化遺産登録

47都道府県・伝統行事百科 /　神崎宣武著. 丸善出版 2012 386.1/K

34
なまはげ等「来神、仮面・仮装の
神々」無形文化遺産登録

ご当地お土産品コレクション
アルファブックス/ア
ルファ企画

2015 675.18/G

35
なまはげ等「来神、仮面・仮装の
神々」無形文化遺産登録

世界文化遺産の思想 /　西村幸夫, 本中眞編. 東京大学出版会 2017 709/S

36 築地市場移転
魚&築地市場ガイドブック : 英語対訳つき / 野村祐三著 = the SAKANA&TSUKIJI
BOOK.

実業之日本社 2018 664.6/N

37 築地市場移転 築地市場 : クロニクル完全版1603-2018 / 福地享子, 築地魚市場銀鱗会著. 朝日新聞出版 2018 675.5/F

38 築地市場移転 築地から豊洲へ : 世界最大市場の歴史と将来 / 小松正之著. マガジンランド 2018 675.5/K

39 築地市場移転 市場をゆく : さようなら築地市場 祝豊洲新市場開場!!  (イカロスMOOK). イカロス出版 2018 675.5/S

40 築地市場移転 築地の記憶 : 人より魚がエライまち / 冨岡一成文 ; さいとうさだちか写真. 旬報社 2016 675.5/T

41 カジノ法(統合型（IR）実施法)成立 本物のカジノへ行こう! / 松井政就著.  (文春新書 ; 1070) 文藝春秋 2016 673.9/M

42 カジノ法(統合型（IR）実施法)成立 カジノ戦争 / 西澤信善著. 晃洋書房 2018 673.94/N

43 カジノ法(統合型（IR）実施法)成立
カジノミクス : 2020年、日本が変わる!日本を変える! / 佐々木一彰, 岡部智著.  (小学館
新書 ; 224).

小学館 2014 673.94/S

44 カジノ法(統合型（IR）実施法)成立 カジノ幻想 : 「日本経済が成長する」という嘘 / 鳥畑与一著. (ベスト新書 ; 473). KKベストセラーズ 2015 673.94/T

45 カジノ法(統合型（IR）実施法)成立 「カジノ法」の真意 : 「IR」が観光立国と地方創生を推進する / 岩屋毅著.  KADOKAWA 2016 689.1/I

46 カジノ法(統合型（IR）実施法)成立
ザ・カジノ・シティ : ラスベガスを作り変えた知られざるホテル王の物語 / デヴィッド・G・
シュワルツ著 ; 児島修訳.

日経BP社 2015 689.253/S
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内容 書名 出版社 出版年 請求記号

47
ハワイにおける日本人移民150周
年

海外で困る前に読む本 / 堀内章子著 : さかいもとみ企画・監修 ; ハワイ編. キョーハンブックス 2017 290.93/H

48
ハワイにおける日本人移民150周
年

ハワイスペシャリスト検定公式ガイド : 学ぶほどにハワイがもっと好きになる!.  (エイムッ
ク ; 3357).

枻出版社 2016 297.6/H

49
ハワイにおける日本人移民150周
年

365日ハワイ一周絶景の旅 / TABIPPO編.  いろは出版 2017 297.6/S

50
ハワイにおける日本人移民150周
年

イザベラ・バードのハワイ紀行 / イザベラ・バード著 ; 近藤純夫訳. (平凡社ライブラリー
; 868).

平凡社 2018 297.609/B

51
ハワイにおける日本人移民150周
年

ハワイのホテルの使い方、遊び方 / 山下マヌー著. KADOKAWA 2017 689.8/Y

52 日仏修好通商条約調印160周年 街角の遺物・遺構から見たパリ歴史図鑑 / ドミニク・レスブロ著 ; 蔵持不三也訳. 原書房 2015 235.3/L

53 日仏修好通商条約調印160周年 パリ・エコと減災の街 / 竹原あき子著. 緑風出版 2016 518.8/T

54 日仏修好通商条約調印160周年
フランスのラグジュアリー産業 : ロマネ・コンティからヴィトンまで / ルイ・ベルジュロン著
; 内田日出海訳.

文眞堂 2017 580/B

55 日仏修好通商条約調印160周年 パリ万国博覧会とジャポニスムの誕生 / 寺本敬子著. 思文閣出版 2017 606.9/T

56 日仏修好通商条約調印160周年 絵で楽しむフランス語「単語」 / 宮方由佳著 ; いなばゆみ絵. -- 改訂版. 学研プラス 2016 854/M

57 日仏修好通商条約調印160周年
失われた時を求めて : スワン家のほうへ : フランスコミック版 / マルセル・プルースト作 ;
ステファヌ・ウエ画 ; 中条省平訳.

祥伝社 2016 953.7/P

58 大阪万博開催決定 大阪の教科書 : 大阪検定公式テキスト / 創元社編集部編 ; ビジュアル入門編. 創元社 2018 291.63/O

59 大阪万博開催決定 大阪万博が日本の都市を変えた : 工業文明の功罪と「輝く森」の誕生 / 吉村元男著. ミネルヴァ書房 2018 518.85/Y

60 大阪万博開催決定 万国博覧会と人間の歴史 / 佐野真由子編. 思文閣 2015 606.9/B

61 大阪万博開催決定 地上最大の行事万国博覧会 / 堺屋太一著.  (光文社新書 ; 957) 光文社 2018 606.9/S

62 大阪万博開催決定 パリ万国博覧会とジャポニスムの誕生 / 寺本敬子著. 思文閣出版 2017 606.9/T
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内容 書名 出版社 出版年 請求記号

63 大阪万博開催決定 「太陽の塔」新発見! / 平野暁臣著.  (青春新書intelligence ; PI-536). 青春出版社 2018 606.9163/H

64 大阪万博開催決定 大阪、賑わいの日々 : 二つの万国博覧会の解剖学 / 山路勝彦著.
関西学院大学出版
会

2014 606.9163/Y

65 岩波新書創刊80年記念 歴史とは何か / E.H. カー著 ; 清水幾太郎訳. (岩波新書 ; 青-447). 岩波書店 1962 081/I/447 

66 岩波新書創刊80年記念 シェイクスピアのたくらみ /　喜志哲雄著. (岩波新書 ; 新赤版 1116). 岩波書店 2008 081/I/1116 

67 岩波新書創刊80年記念 面白い本  / 成毛眞著. (岩波新書 ; 新赤版 1409). 岩波書店 2013 081/I/1409 

68 岩波新書創刊80年記念 文庫解説ワンダーランド /　斎藤美奈子著.(岩波新書 ; 新赤版 1641). 岩波書店 2017 081/I/1641 

69 岩波新書創刊80年記念 アナキズム : 一丸となってバラバラに生きろ /　栗原康著.  (岩波新書 ; 新赤版 1745). 岩波書店 2018 081/I/1745

70 岩波新書創刊80年記念 日本の同時代小説 / 斎藤美奈子著. 岩波書店 2018 081/I/1746

71 岩波新書創刊80年記念 幸福の増税論 : 財政はだれのために / 井手英策著 岩波書店 2018 081/I/1747

72 岩波新書創刊80年記念 給食の歴史 /　藤原辰史著　(岩波新書 ; 新赤版 1748). 岩波書店 2018 081/I/1748

73 岩波新書創刊80年記念 認知症フレンドリー社会 /　徳田雄人著.  (岩波新書 ; 新赤版 1749). 岩波書店 2018 081/I/1749

74 岩波新書創刊80年記念 百姓一揆 / 若尾政希著.  (岩波新書 ; 新赤版 1750). 岩波書店 2018 081/I/1750

75
第100回全国高等学校野球選手権
大会

兵庫「地理・地名・地図」の謎 : 意外と知らない兵庫県の歴史を読み解く! / 造事務所編
著. (じっぴコンパクト新書 ; 204).

実業之日本社 2014 291.64/H

76
第100回全国高等学校野球選手権
大会

高校野球の経済学 / 中島隆信著. 東洋経済新報社 2016 783.7/N

77
第100回全国高等学校野球選手権
大会

東海大四準優勝 : 2015春の甲子園 / 北海道新聞社編著. 北海道新聞社 2015 783.7/T

78
第100回全国高等学校野球選手権
大会

高校野球100年 : 完全保存版 / 週刊朝日編集部編. 朝日新聞出版 2015 783.7/K
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内容 書名 出版社 出版年 請求記号

79
第100回全国高等学校野球選手権
大会

高校野球の社会学 : 甲子園を読む /　江刺正吾, 小椋博編.  (Sekaishiso seminar). 世界思想社 1994 783.7/K

80
第100回全国高等学校野球選手権
大会

高校野球100年を読む / 小野祥之, 『野球太郎』編集部著. ポプラ社 2015 783.7/O

81 ラグビーワールドカップ2019 スポーツ大図鑑 /　レイ・スタッブズ編 ; 岩井木綿子, 大野千鶴, 内田真弓訳. ゆまに書房 2014 780.3/S

82 ラグビーワールドカップ2019
ラグビー : 進化する世界のプレースタイル / ダニエル・ブティエ著 ; 井川浩訳.  (文庫ク
セジュ ; 916).

白水社 2007 783.48/B

83 ラグビーワールドカップ2019 1301日のJAPAN WAY : ラグビー日本代表、ワールドカップまでの4年間
ベースボール・マガ
ジン社

2015 783.48/S

84 ラグビーワールドカップ2019 ラグビー観戦メソッド : 3つの遊びでスッキリわかる /　上野裕一著. 叢文社 2015 783.48/U

85 ラグビーワールドカップ2019 国立競技場の100年 : 明治神宮外苑から見る日本の近代スポーツ / 後藤健生著. ミネルヴァ書房 2013 780.67/G

86 ラグビーワールドカップ2019 世界スタジアム物語 : 競技場の誕生と紡がれる記憶 / 後藤健生著. ミネルヴァ書房 2017 780.67/G

87 ラグビーワールドカップ2019 スタジアムとアリーナのマネジメント / 早稲田大学スポーツナレッジ研究会編. 創文企画 2017 780.67/S

88
ムーミンバレーパーク OPEN・
日本フィンランド外交関係樹立100
周年

物語フィンランドの歴史 : 北欧先進国「バルト海の乙女」の800年　/　石野裕子著.  (中
公新書 ; 2456).

中央公論新社 2017 081/C/2456

89
ムーミンバレーパーク OPEN・
日本フィンランド外交関係樹立100
周年

まるで童話のような、世界のかわいい村と美しい街 /　アフロ, アマナイメージズ写真. パイインターナショナル2015 290.87/M

90
ムーミンバレーパーク OPEN・
日本フィンランド外交関係樹立100
周年

限りなく完璧に近い人々 : なぜ北欧の暮らしは世界一幸せなのか? /　マイケル・ブース
著 ; 黒田真知訳.

KADOKAWA 2016 302.389/B

91
ムーミンバレーパーク OPEN・
日本フィンランド外交関係樹立100
周年

北欧学のすすめ = Introduction to Nordic studies / 東海大学文学部北欧学科編. 東海大学出版会 2010 302.389/H

92
ムーミンバレーパーク OPEN・
日本フィンランド外交関係樹立100
周年

北欧おみやげ手帖 : 12年間の「これ、買ってよかった」 / 森百合子著. ジュウ・ドゥ・ポゥム 2017 589/M

93
ムーミンバレーパーク OPEN・
日本フィンランド外交関係樹立100
周年

北欧型サービス志向のマネジメント : 競争を生き抜くマーケティングの新潮流 / C. グル
ンルース著 ; 蒲生智哉訳.

ミネルヴァ書房 2013 673.9/G

94
ムーミンバレーパーク OPEN・
日本フィンランド外交関係樹立100
周年

北欧が好き! : フィンランド・スウェーデン・デンマーク・ノルウェーのすてきな町めぐり /
ナシエ著.  (地球の歩き方コミックエッセイ).

ダイヤモンド・ビッグ
社

2015 726.1/N
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95
ムーミンバレーパーク OPEN・
日本フィンランド外交関係樹立100
周年

ムーミンキャラクター図鑑 / シルケ・ハッポネン著 ; 高橋絵里香訳. 講談社 2014 949.8/H

96
ムーミンバレーパーク OPEN・
日本フィンランド外交関係樹立100
周年

ムーミンを生んだ芸術家トーヴェ・ヤンソン / 冨原真弓著 ; 芸術新潮編集部編. 新潮社 2014 949.8/T
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