
 ２０１５年４月特集展示「先人に学ぶ」

請求記号 書名 著者名 出版者名
002フ 学問のすすめ　現代語訳 福澤　諭吉 筑摩書房
028シ 仕事力が身につく必読の「古典」５０冊 成毛　眞 青春出版社
040イ 後世に伝える言葉　新訳で読む世界の名演説４５ 井上　一馬 小学館
123イ イチから知りたい！論語の本　カラー版 佐久　協 西東社
123タ リーダーのための易経の読み方 竹村　亞希子 アスカビジネスカレッジ

123ノ この一冊でわかる！孔子と老子 野末　陳平 青春出版社
124ア 自由訳老子 新井　満 朝日新聞社
124ト バカボンのパパと読む「老子」 ドリアン助川 角川マガジンズ
131オ 仕事・人生に迷ったらアリストテレスに聞いてみろ！ 小川　仁志 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
131フ ソクラテスの弁明　関西弁訳 プラトン パルコエンタテインメント事業局

B133ミ 自由論 ミル 光文社
B134ニ ツァラトゥストラ　上 ニーチェ 光文社
134ニ 超訳ニーチェの言葉 フリードリヒ・ニーチェ ディスカヴァー・トゥエンティワン

134ハ 存在と時間　１ ハイデガー 中央公論新社
135コ 心と身体 合田　正人 宝島社

B135テ 方法序説 デカルト 岩波書店
B135ル 孤独な散歩者の夢想　改版 ルソー 新潮社
156ニ 武士道　入門 新渡戸　稲造 本の森
159ア インスタントラーメン発明王安藤百福かく語りき 安藤　百福 中央公論新社
159カ 人を動かす Ｄ．カーネギー 創元社
159ホ 得手に帆あげて　完全版 本田　宗一郎 光文社
159ユ 勇気をくれる後ろ向き名言 鉄人社
166ミ 現代を生き抜く「タオ」の教え 御堂　龍児 講談社
182メ 名僧たちの教え　日本仏教の世界 山折　哲雄 朝日新聞社
188シ 空海さんに聞いてみよう。 白川　密成 徳間書店
188マ ヘタな人生論より良寛の生きざま 松本　市寿 河出書房新社
198テ マザー・テレサ最後の愛のことば マザー・テレサ 明石書店
214エ 籠城　戦国時代に学ぶ逆境のしのぎ方 榎本　秋 宝島社
222エ 戦国策に学ぶ生き方 遠藤　嘉浩 明治書院
222サ 三国志将の名言参謀の名言 守屋　洋 青春出版社
B222フ 史記 福島　正 角川学芸出版
B237マ フィレンツェ史　上 マキァヴェッリ 岩波書店
280ワ 悪い奴ら、最期の言葉 鉄人社
281ト 日本史に刻まれた最期の言葉 童門　冬二 祥伝社

B289カ 海舟語録 勝　海舟 講談社
B289カ 獄中からの手紙 ガンディー 岩波書店
J289カ ガンディーの言葉 マハートマ・ガンディー 岩波書店
J289サ 若い人におくる龍馬のことば 小松　成美 筑摩書房
289.1カ 勝海舟『氷川清話』の知恵 加来　耕三 ＰＨＰ研究所
289.1シ 現代語訳渋沢栄一自伝 渋沢　栄一 平凡社
289.1テ 寺田寅彦　いまを照らす科学者のことば 池内　了 河出書房新社
289.1ホ 本田宗一郎の教え 原田　一男 ロングセラーズ
289.3シ ココ・シャネル　時代に挑戦した炎の女 エリザベート・ヴァイスマン 阪急コミュニケーションズ

304マ 松下幸之助の哲学 松下　幸之助 ＰＨＰ研究所
B309モ ユートピア　改版 トマス・モア 中央公論新社
311タ ヒトラー演説　熱狂の真実 高田　博行 中央公論新社

B311ホ リヴァイアサン　１ ホッブズ 光文社
311マ 君主論 マキアヴェリ 中央公論新社

B311ル 社会契約論／ジュネーヴ草稿 ルソー 光文社
B311ロ 市民政府論 ロック 光文社
B316ア アメリカの黒人演説集　キング・マルコムＸ・モリスン他 荒　このみ 岩波書店
B331ス 国富論　１ アダム・スミス 中央公論新社
B331ヘ プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 マックス・ヴェーバー 岩波書店
332.8ケ 経営に大義あり　日本を創った企業家たち 日本経済新聞社 日本経済新聞社
335.1シ スティーブ・ジョブズ世界を変えた言葉 スティーブ・ジョブズ イースト・プレス
335.1シ スティーブ・ジョブズ自分を貫く言葉 スティーブ・ジョブズ イースト・プレス
335.1ハ 伝説の経営者たち　情熱と才能と幸運のドラマ Ｔ．Ｇ．バックホルツ 日本経済新聞出版社
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336ト マネジメント　基本と原則　エッセンシャル版 Ｐ．Ｆ．ドラッカー ダイヤモンド社

J366ハ 技術者という生き方 上山　明博 ぺりかん社
B368テ 自殺論 デュルケーム 中央公論新社
376.1サ 親子が輝くモンテッソーリのメッセージ 相良　敦子 河出書房新社
382フ 日本人なら知っておきたい「和」の知恵 藤野　紘 河出書房新社

B384ア クマにあったらどうするか　アイヌ民族最後 姉崎　等 筑摩書房
399モ 最強の孫子　「戦い」の真髄 守屋　淳 日本実業出版社
402フ 時代を変えた科学者の名言 藤嶋　昭 東京書籍

B404フ 聞かせてよ、ファインマンさん Ｒ．Ｐ．ファインマン 岩波書店
420ク 物理学天才列伝　上　ガリレオ、ニュートンからアインシュタインまで ウィリアム・Ｈ．クロッパー 講談社

B430フ ロウソクの科学 ファラデー 岩波書店
430フ ろうそく物語 マイケル・ファラデー 法政大学出版局

B451ナ 雪 中谷　宇吉郎 岩波書店
507タ 大発明への発想と執念　ダ・ビンチ、エジソン、本田宗一郎 ニュートンプレス
520コ 創業一四〇〇年　世界最古の会社に受け継がれる一六の教え 金剛　利隆 ダイヤモンド社
590シ 新・世界のおばあちゃんの知恵袋 イーメディア 三修社
B596フ 美味礼讃　上 ブリア‐サヴァラン 岩波書店
596.2チ 父子 陳　建一 祥伝社
620チ ターシャの庭 ターシャ・テューダー メディアファクトリー
620チ ターシャの庭づくり ターシャ・テューダー メディアファクトリー
702ア アーティストの言葉　美の創造主たちの格言 ピエ・ブックス
726テ 手塚治虫　僕はマンガ家 手塚　治虫 日本図書センター
726ハ 待てあわてるなこれは孔明の罠だ　横山光輝三国志名言名場面２００選 原　寅彦 宝島社
B762モ モーツァルトの手紙 モーツァルト 講談社
B778ミ 円谷英二の言葉 右田　昌万 文藝春秋
789ヤ 兵法家伝書　新訳 柳生　宗矩 ＰＨＰ研究所
B801ホ 古代文字の世界 モーリス・ポープ 講談社
809カ カーネギー心を動かす話し方　一瞬で人を惹 Ｄ．カーネギー ダイヤモンド社
B816タ 文章読本　改版 谷崎　潤一郎 中央公論社
B816マ 文章読本　改版 丸谷　才一 中央公論社
B816ミ 文章読本　改版 三島　由紀夫 中央公論社
J910タ 若いうちに読みたい太宰治 齋藤　孝 筑摩書房
910フ 藤沢周平に学ぶ 月刊『望星』編集部 東海教育研究所
914タ 世間はやかん 立川　談志 春秋社
917ミ かなしみはちからに　心にしみる宮沢賢治のことば 宮沢　賢治 朝日新聞出版

B917ヤ 泣き言はいわない 山本　周五郎 新潮社
947ケ 希望名人ゲーテと絶望名人カフカの対話 頭木　弘樹／編訳 飛鳥新社
B954ス 恋愛論　改版 スタンダール 新潮社
B984ト 人生論　改版 トルストイ 新潮社
B991キ ギリシア悲劇　１　アイスキュロス 筑摩書房
BFシ 粗にして野だが卑ではない　石田礼助の生涯 城山　三郎 文芸春秋
U19マ ＜ＤＶＤ＞マザー・テレサとその世界 千葉　茂樹 女子パウロ会
U72ヤ ＜ＤＶＤ＞やなせたかし やなせ　たかし
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