
東海大学代々木図書館

代々木図書館ミニ展示「『令和元年』ゆく年くる年」

※すべて貸出可能です。棚にないものは貸出中です。

ミニテーマ 書名 出版社 出版年 請求記号

1 横浜もののはじめ物語 / 斎藤多喜夫著.  (有隣新書 ; 81). 有隣堂 2017 213.7/S

2 横浜を創った人々/ 冨川洋著.
講談社エ
ディトリアル

2016 213.7/T

3 クルーズ、ハマりました! : おトクに楽しむ豪華客船の旅　/　くぼこまき著
JTBパブ
リッシング

2019 290.93/K

4 神奈川のトリセツ : 地図で読み解く初耳秘話 昭文社 2019 291.37/K

5
「ジャックの塔」100年物語 : 横浜市開港記念会館 : 横浜市開港記念会館100周年記念誌 /　中区制90周年・開
港記念会館100周年記念事業実行委員会, 横浜市中区役所地域振興課編著.

神奈川新聞
社

2017 523.1/J

6 横浜洋館散歩 : 山手とベイエリアを訪ねて 淡交社 2015 523.1/Y

7 港の日本史 /　吉田秀樹, 歴史とみなと研究会 [著]. (祥伝社新書 ; 520). 祥伝社 2018 683.921/Y

8
Memories of Hotel New Grand : 時代を超えて愛され続ける横浜クラシックホテルの軌跡 : ホテルニューグランド
開業90周年記念写真集　/　ホテルニューグランド編著

神奈川新聞
社

2017 689.8/M

9 パノラマ浮世絵「幕末・明治の東京・横浜風景」 阿部出版 2019 721.8/P

10 欧州航路の文化誌 : 寄港地を読み解く /　橋本順光, 鈴木禎宏編著 青弓社 2017 915.6/O

11 ランドマーク : 地域アイデンティティの表象　/　津川康雄著 古今書院 2018 290.13/T

12
渋谷！新しい巡り方。 : 天空230m360°パノラマ体験から、のんべい横丁まで120スポット再発見！ / マガジン
ハウス編集

マガジンハウス 2019 291.361/S

13
かえよう東京 : 世界に比類のない国際新都心の形成　/　都心のあたらしい街づくりを考える会都市構造検討委
員会編.

鹿島出版会 2017 518.8/K

14
SHIBUYA! : ハーバード大学院生が10年後の渋谷を考える : 渋谷×ハーバード /　ハーバード大学デザイン大学
院, 太田佳代子著.

CCCメディ
アハウス

2019 518.8/S

横浜港開港160周
年/ベイブリッジ開
通30周年

再開発（渋谷スク
ランブルスクエア・
高輪ゲートウエイ
駅・虎ノ門ヒルズ
駅）
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ミニテーマ 書名 出版社 出版年 請求記号

15
超高層ビルの"なぜ"を科学する : だれもが抱く素朴な疑問にズバリ答える! /　大成建設「超高層ビル」研究プロ
ジェクトチーム著

アーク出版 2009 526.9/C

16 ここがすごい!東京メトロ : 実感できる驚きポイント /　土屋武之著.(交通新聞社新書 ; 133). 交通新聞社 2019 608/K/133

17 サブスクリプション2.0 : 衣食住すべてを飲み込む最新ビジネスモデル / 日経クロストレンド編
日経BP,日
経BPマーケ
ティング (発

2019 675/S

18 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 JR東日本最強の秘密 : 最新鉄道ビジネス (洋泉社mook). 洋泉社 2018 686.6/U

20 拡張する文化政策 /　小林真理編. (文化政策の現在 / 小林真理編 ; 2).
東京大学出
版会

2018 709/B/2

21 アメリカのスポーツ現場に学ぶマーケティング戦略 : ファン・チーム・行政が生み出すスポーツ文化とビジネス / 晃洋書房 2019 780/K

22 前に進む力 : Keep Going : 「高校日本一」から「箱根駅伝優勝」への軌跡 / 両角速著.
東海教育研
究所

2019 782.3/M

23 箱根奪取 : 東海大・スピード世代結実のとき　/　佐藤俊著. 集英社 2019 782.3/S

24 オールブラックス圧倒的勝利のマインドセット / 今泉清著. 学研プラス 2019 783.48/I

25 ラグビー日本W杯2019観戦術 / 成美堂出版編集部編著. (Seibido mook). 成美堂出版 2019 783.48/R

26 散歩の達人首都圏バリアフリーなグルメガイド : mook  (旅の手帖mook). 交通新聞社 2019 291.3/S

27 新・東京進化論 /　市川宏雄, 天崎日出雄著
幻冬舎メ
ディアコン
サルティン

2019 518.8/I

28 NEXTOKYO : 「ポスト2020」の東京が世界で最も輝く都市に変わるために /　梅澤高明, 楠本修二郎著. 日経BP社 2017 518.8/U

29 オリンピックマネジメント : 世界最大のスポーツイベントを読み解く　/ 大修館書店 2019 780.69/C

30 1億3000万人のためのeスポーツ入門 /　但木一真編著 NTT出版 2019 798.5/T

スポーツイベント
（ラグビーワールド
カップ2019/箱根
駅伝創設100周年
/東京オリンピック・
パラリンピック）

2 / 6 ページ



東海大学代々木図書館

ミニテーマ 書名 出版社 出版年 請求記号

31 ブームはどう始まりどう終わるのか / 中川右介著　 (岩波アクティブ新書 ; 96) 岩波書店 2004 081/I/96

32 文化を食べる文化を飲む : グローカル化する世界の食とビジネス/ 阿良田麻里子編. ドメス出版. 2017 383.8/B

33 車中泊DIY入門 : カーネル特選! : 初めての製作ノウハウから憧れのハンドメイドまで!!. (Chikyu-maru mook). 地球丸 2016 537.99/S

34 旅ぐるまライフ : キャンピングカーのある暮らしを始めよう.  (Cartop mook).
交通タイム
ス社

2018 537.99/T

35
死ぬ前に味わいたい1001食品 : 話題の珍味、評判の高い世界最高の食材・食品図鑑 /　フランシス・ケース監
修 ; リズ・フランクリン [ほか] 執筆 ; 鈴木宏子, 高橋由美子, 玉嵜敦子訳

ガイアブッ
クス　産調
出版 (発売)

2009 596/S

36 アウトドアをもっと楽しむおしゃれソトごはん / 松尾真里子著.
オーバー
ラップ

2017 596.4/M

37
スイーツクルーズ世界一周おやつ旅 : お菓子で巡る船の旅 : 12のスペシャルレシピ / 吉田菊次郎著.  (CRUISE
Traveller Books).

 クルーズト
ラベラーカ
ンパニー

2014 596.65/Y

38 ブームをつくる : 人がみずから動く仕組み / 殿村美樹著. (集英社新書 ; 0819B) 集英社 2016 674/T

39  台湾訪日旅行者と旅行産業 : インバウンド拡大のためのプロモーション / 鈴木尊喜著. 成山堂書店 2019 689.2224/S

40 台湾のおいしいおみやげ / 台湾大好き編集部編集.
誠文堂新光
社

2019 689.59/T

41 王陵の考古学 / 都出比呂志著.  (岩波新書 ; 新赤版 676). 岩波書店 2000 081/I/676

42 知識ゼロからの古墳入門 / 広瀬和雄著. 幻冬舎 2015 210.32/H

43 巨大古墳の歩き方 : 古代史散策ガイド / 大塚初重監修. 宝島社 2019 210.32/K

44 東京古墳散歩 / まりこふん文 ; ヨザワマイ漫画. 徳間書店 2014 210.32/S

45 よみがえる百舌鳥古墳群 : 失われた古墳群の実像に迫る /　宮川徏著. 新泉社 2018 216.3/M

46 最後の秘境皇居の歩き方 / 竹内正浩著 小学館 2019 288.45/T

流行語大賞「タピ
る」/第二次キャン
プブーム

新元号（令和）/百
舌鳥・古市古墳群
世界文化遺産登
録
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47 世界遺産と天皇陵古墳を問う   / 今尾文昭, 高木博志編. 思文閣出版 2017 288.46/S

48 世界遺産百舌鳥・古市古墳群をあるく : ビジュアルMAP全案内 / 久世仁士著 ; 創元社編集部編. 創元社 2019 291.63/K

49 一生に一度は行きたい日本の世界遺産(TJ mook). 宝島社 2019 709.1/I

50 萬葉集　(新日本古典文学大系). 岩波書店 1999 910.8/S/1

51 ローマ教皇検死録 : ヴァティカンをめぐる医学史 / 小長谷正明著.  (中公新書 ; 1605).
中央公論新
社

2001 081/C/1605

52 教皇フランシスコ : 12億の信徒を率いる神父の素顔 / マリオ・エスコバル著 ; 八重樫克彦, 八重樫由貴子訳. 新教出版社 2013 198.22/E

53
ビジュアル新生バチカン : 教皇フランシスコの挑戦 / デイブ・ヨダー写真 ; ロバート・ドレイパー文 ; 高作自子訳.
(National geographic).

日経ナショ
ナルジオグ
ラフィック社

2016 198.22/Y

54 はじめて学ぶイタリアの歴史と文化 / 藤内哲也編著.
ミネルヴァ
書房

2016 237/T

55 フィンランド語は猫の言葉 /　稲垣美晴[著]. (角川文庫 ; 21558, [い104-1]).
KADOKAW
A

2019 293.892/I

56
ラファエッロと古代ローマ建築 : 教皇レオ10世宛書簡に関する研究を中心に / 小佐野重利編 ; 小佐野重利, 姜
雄訳・注解・解説.

中央公論美
術出版

1993 523.03/S

57 レオナルド・ダ・ヴィンチを旅する : 没後500年 / 池上英洋監修(別冊太陽 . 日本のこころ ; 273). 平凡社 2019 723.37/L

58 日本とフィンランドの出会いとつながり : 100年にわたる関係史 /　ユハ・サウナワーラ, 鈴木大路郎編
大学教育出
版

2019 293.892/I

59 Sisu : フィンランドの幸せメソッド / カトヤ・パンツァル著 ; 柳澤はるか訳 方丈社 2018 302.3892/P

60
ファンタジーの世界地図 : ムーミン谷からナルニア国、ハリー・ポッターまで / ヒュー・ルイス=ジョーンズ編 ; 栗原
紀子訳.

東京堂出版 2019 902.3/F

61
LINE・Yahoo!経営
統合/5Gビジネス モビリティ2.0 : 「スマホ化する自動車」の未来を読み解く　/　深尾三四郎著.

日本経済新
聞出版社

2018 537.09/F

62 基礎から学ぶLINEクリエイターズスタンプ : 完全制覇! / 篠塚充著
シーアンド
アール研究
所

2019 547.4833/S

教皇フランシスコ
来日/日本フィンラ
ンド外交関係樹立
100周年
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63 5Gビジネス / 亀井卓也著.(日経文庫 ; 1407 ; B131).
日本経済新
聞出版社

2019 547.5/K

64 メルカリ : 希代のスタートアップ、野心と焦りと挑戦の5年間 / 奥平和行著
日経BP
マーケティ
ング (発売)

2018 673.36/O

65 アリババ : 世界最強のスマートビジネス / ミン・ゾン著 ; 土方奈美訳 文藝春秋 2019 673.36/Z

66 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

67 Tap : スマホで買ってしまう9つの理由 / アニンディヤ・ゴーシュ著 ; 加藤万里子訳. 日経BP社 2018 675/G

68
なぜ南武線で失くしたスマホがジャカルタにあったのか : 「鉄道最前線」ベストセレクション /　東洋経済オンライ
ン編.

集英社 2017 686/N

69 もっときれいに撮れる!スマホで旅行写真コツと裏ワザ /　庄子利男著. 青春出版社 2019 743/S

70 Instagram×English : 英語でインスタ! /　ミカエラ・ブレスウェート著.
ジャパンタイ
ムズ

2018 836/B

71 妖怪画談 / 水木しげる著 ; 続. -- カラー版. (岩波新書 ; 新赤版 238,288). 岩波書店 1992 081/I/288

72 菊とポケモン : グローバル化する日本の文化力 / アン・アリスン著 ; 実川元子訳. 新潮社 2010 361.5/A

73 水木しげるのTokyo妖怪めぐり / 有田シュン文 ; 源賀津己写真. 日本文芸社 2016 388.1/A

74 ゾウの時間ネズミの時間 : サイズの生物学 / 本川達雄著. (中公新書ワイド版).
中央公論新
社

2003 481.3/M

75 日本のシシ垣 : イノシシ・シカの被害から田畑を守ってきた文化遺産 / 高橋春成編. 2010. 古今書院 2010 615.86/N

76 ヒットの設計図 : ポケモンGOからトランプ現象まで /　デレク・トンプソン著 ; 高橋由紀子訳. 早川書房 2018 675/T

77 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

78 東京ディズニーリゾート完全ガイド 講談社 2019 689.5/T/'20-'21

干支（亥年/子年）
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79 ディズニー映画の世界を旅する
JTBパブ
リッシング

2018 778.77/D

80 オノマトペの謎 : ピカチュウからモフモフまで / 窪薗晴夫編.(岩波科学ライブラリー ; 261). 岩波書店 2017 814/O

干支（亥年/子年）
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