
 ２０１５年６月特集展示「たたかう人達」

請求記号 書名 著者名 出版者名
070カ 記者たちは海に向かった　津波と放射能と福島民友新聞 門田　隆将 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
180ハ 雪の下の炎 パルデン・ギャツォ ブッキング
209ナ モスクワ攻防戦　２０世紀を決した史上最大の戦闘 アンドリュー・ナゴルスキ 作品社

B215ナ 新撰組顛末記 永倉　新八 新人物往来社
216ケ 警視庁重大事件１００ 佐々　淳行 学研パブリッシング
230イ 図説騎士の世界 池上　俊一 河出書房新社
233ハ ウェリントンの将軍たち　ナポレオン戦争の覇者 マイケル・バーソープ 新紀元社
J280サ サッカースターへの道のり 学研パブリッシング
J281ア 戦国武将ビジュアルプロフィール２００ 青木　康洋 エムディエヌコーポレーション

289.1ミ 外骨みたいに生きてみたい　反骨にして楽天なり 砂古口　早苗 現代書館
J316シ 印刷職人は、なぜ訴えられたのか ゲイル・ジャロー あすなろ書房
316シ 言論抑圧　矢内原事件の構図 将基面　貴巳 中央公論新社
318ホ 闘う区長 保坂　展人 集英社

367.3オ 負けるな姑！嫁怪獣（サウルス）に喰われる 小川　有里 講談社
391ア 零の戦記　堀越二郎、坂井三郎、岩本徹三…空のサムライたちの物語 秋月　達郎 ＰＨＰエディターズ・グループ

H391シ パットン対ロンメル　軍神の戦場 デニス・ショウォルター 原書房
397コ 戦士の肖像 神立　尚紀 文春ネスコ
397ワ 闘う零戦　隊員たちの写真集 渡辺　洋二 文藝春秋
420タ 闘う物理学者！ 竹内　薫 日本実業出版社
480コ 戦う動物園　旭山動物園と到津の森公園の物語 小菅　正夫 中央公論新社
492ホ 闘病記専門書店の店主が、がんになって考えたこと 星野　史雄 産経新聞出版
493.8イ 感染症の世界史 石　弘之 洋泉社
493.8オ エボラｖｓ人類終わりなき戦い 岡田　晴恵 ＰＨＰ研究所
494.5ア 難治がんと闘う 足立　倫行 新潮社
J498ミ 看護師という生き方 宮子　あずさ 筑摩書房
498.8キ 救命　東日本大震災、医師たちの奮闘 海堂　尊 新潮社
499ツ 新薬に挑んだ日本人科学者たち 塚崎　朝子 講談社
557イ 闘う！海上保安庁 岩尾　克治 光人社
664カ 安さんのカツオ漁 川島　秀一 冨山房インターナショナル

673オ 落ちこぼれでも成功できる　ニトリの経営戦記 大下　英治 徳間書店
673サ 俺のフィロソフィ 坂本　孝 商業界
723キ ゴッホ　闘う画家 木下　長宏 六耀社
726チ ちばてつやとジョーの闘いと青春の１９５４日 ちば　てつや 講談社

B769サ 闘うバレエ 佐々木　忠次 文藝春秋
778タ 戦う女たち　日本映画の女性アクション 四方田　犬彦 作品社
778ツ ウルトラヒーロー完全ガイド 堤哲哉＋ＥＰＹ メディアックス
778ト 東横・東映チャンバラ黄金時代昭和２０年代 石割　平 ワイズ出版
780イ ようこそ、障害者スポーツへ 伊藤　数子 廣済堂出版
780オ 復活の力　絶望を栄光にかえたアスリート 長田　渚左 新潮社
780シ 勝負の瞬間（とき）　世界で戦う突破力 ＢＳ朝日『勝負の瞬間』 角川マーケティング

J783ヤ 最弱ナイン　不登校球児の青春 柳川　悠二 角川書店
783.4キ 蹴る群れ 木村　元彦 講談社
783.7マ 負けたまんまじゃ終われない　高校野球闘い続ける者たちの過去、現在、未来 矢崎　良一 日刊スポーツ出版社
784オ 不屈の翼　カミカゼ葛西紀明のジャンプ人生 岡崎　敏 日刊スポーツ出版社

B786ハ シークレット・レース　ツール・ド・フランスの知られざる内幕 タイラー・ハミルトン 小学館
788イ 激闘　リングの覇者を目指して 岩崎　大輔 ソフトバンククリエイティブ

788タ 横綱 武田　葉月 講談社
788ハ 相撲よ！ 白鵬　翔 角川書店
789サ 殴る女たち　女子格闘家という生き方 佐々木　亜希 草思社
789シ 戦国忍者列伝 清水　昇 河出書房新社
789モ 剣豪という生き方 本山　賢司 東京書籍
789ヤ 兵法家伝書 柳生　宗矩 ＰＨＰ研究所
795イ わが天才棋士・井山裕太 石井　邦生 集英社インターナショナル

796オ 反骨の棋譜坂田三吉 大山　勝男 現代書館

796ハ 羽生善治挑戦する勇気 羽生　善治 朝日新聞社
911.1ア 職人歌合 網野　善彦 平凡社
911.5タ 竹内浩三詩文集　戦争に断ち切られた青春 竹内　浩三 風媒社
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請求記号 書名 著者名 出版者名
J916オ 私は「蟻の兵隊」だった 奥村　和一 岩波書店
916カ 無菌病棟より愛をこめて 加納　朋子 文藝春秋
916ツ 人生は終わったと思っていた　アルコール依存症からの脱出 月乃　光司 新潟日報事業社
916モ わが盲想 モハメド・オマル・アブディン ポプラ社
J933ネ ハーレムの闘う本屋 ヴォーンダ・ミショー・ネルソン あすなろ書房
936ハ アノスミア モリー・バーンバウム 勁草書房
936フ ホット・ゾーン　「エボラ出血熱」制圧に命を懸けた人々 リチャード・プレストン 飛鳥新社
936マ 言葉よりずっと大切なもの　自閉症と闘いぬいた母の手記 ジェニー・マッカーシー ＷＡＶＥ出版
B943ク チリの地震　クライスト短篇集 ハインリヒ・フォン・クライスト 河出書房新社
B943レ 西部戦線異状なし レマルク 新潮社
C6サ ３大テノール世紀の競演 プラシド・ドミンゴ ユニバーサル　ミュージック

Fア 五峰の鷹 安部　龍太郎 小学館
Fア 晋作蒼き烈日 秋山　香乃 日本放送出版協会
Fイ 忍び秘伝 乾　緑郎 朝日新聞出版

BFエ 永遠の夏　戦争小説集 五木　寛之 実業之日本社
Fカ ＳＰＥＥＤ 金城　一紀 角川書店
Fク いつか、あなたも 久坂部　羊 実業之日本社
Fク 荒蝦夷 熊谷　達也 平凡社
Fケ 決戦！関ケ原 伊東　潤 講談社

BFサ 墨攻 酒見　賢一 新潮社
Fス わが槍を捧ぐ　戦国最強の侍・可児才蔵 鈴木　英治 角川春樹事務所
Fタ 「悪」と戦う 高橋　源一郎 河出書房新社
Fツ 幸村去影 津本　陽 徳間書店
Fハ 御不浄バトル 羽田　圭介 集英社
BFヨ 冬の鷹 吉村　昭 新潮社
Fリ 龍馬の天命　坂本龍馬名手の八篇 阿井　景子 実業之日本社

F2ス 「スター・ウォーズ　帝国の逆襲」特別編 ＢＭＧビクター
G1フ ＰＡＮＴＡ　ｆｒｏｍ　頭脳警察　ｍｅｅｔｓ　フランク・ザッパ フランク　ザッパ ビデオアーツ　ミュージック　ＩＭＡＧＩＣＡメディア

G3ア スリー・トランペッツ アート・ファーマー ユニバーサル　ミュージック

U21フ ＜ＤＶＤ＞プロジェクトＸ　執念のテレビ ＮＨＫソフトウェア（発行）

U22ソ ＜ＤＶＤ＞孫子兵法 コニービデオ
U33ア ＜ＤＶＤ＞アフガンに命の水を ペシャワール会 日本電波ニュース社（制作）

U55タ ＜ＤＶＤ＞闘う！海上保安官　海の守護神 岩波映像
U66ロ ＜ＤＶＤ＞老人と海 ジャン・ユンカーマン シグロ
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