
 ２０１７年１０月特集展示「人物クローズアップ」

請求記号 書名 著者名 出版者名
010ト 図書館人物伝 日本図書館文化史研究会 日外アソシエーツ
015ル “グリムおばさん”とよばれて シャルロッテ・ルジュモン こぐま社
021サ 戦後名編集者列伝 桜井　秀勲 編書房
070ア 長井健司を覚えていますか 明石　昇二郎 集英社
070オ 幕末明治新聞ことはじめ 奥　武則 朝日新聞出版
070カ 反骨のジャーナリスト 鎌田　慧 岩波書店
102ト 超訳哲学者図鑑 富増　章成 かんき出版
121コ 平田篤胤の世界 子安　宣邦 ぺりかん社
121シ 本居宣長　　（新装版） 城福　勇 吉川弘文館
B124カ 孔子 加地　伸行 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
135コ サルトル伝　１９０５－１９８０　上 アニー・コーエン＝ソラル 藤原書店
146ク フロイト伝 カトリーヌ・クレマン 青土社
158ヤ わたしが正義について語るなら やなせ　たかし ポプラ社
167テ ムハンマドの生涯　改訂新版 アンヌ＝マリ・デルカンブル 創元社
182ニ 日本の名僧二〇人　図解 渋谷　申博 洋泉社
182ヒ 釈迦とイエス ひろ　さちや 新潮社
182マ ブッダ　その生涯と思想 前田　專學 春秋社
188キ 二千日回峰行 菊池　東太 佼成出版社
192カ イエス逆説の生涯 笠原　芳光 春秋社

289.1カ 鴨居羊子とその時代 武田　尚子 平凡社
289.1ヒ 愛犬王平岩米吉伝 片野　ゆか 小学館
289.1マ ＭＡＫＩＮＯ　牧野富太郎生誕１５０年記念出版 高知新聞社 北隆館
289.3ヒ ビゴさんのフランスパン物語 塚本　有紀 晶文社
289.3マ ネルソン・マンデラ ネルソン・マンデラ 明石書店
289.3マ マキァヴェッリの生涯 マウリツィオ・ヴィローリ 白水社
304マ 松下幸之助の哲学 松下　幸之助 ＰＨＰ研究所

312.1サ 後藤田正晴と十二人の総理たち 佐々　淳行 文藝春秋
312.5ア アメリカ大統領物語 猿谷　要 新書館
312.5ケ 勇気ある人々 ジョン・Ｆ．ケネディ 英治出版
312.5ナ 大統領になりそこなった男たち 内藤　陽介 中央公論新社
319.8フ フォトジャーナリスト１３人の眼 日本ビジュアル・ジャーナリスト協会 集英社
319.8ロ ピース・ウーマン アンゲリーカ・Ｕ．ロイッター 英治出版
338.1タ ウォーレン・バフェット華麗なる流儀 ジャネット・タバコリ 東洋経済新報社
367.1モ 『青鞜』の冒険 森　まゆみ 平凡社
369.9ヤ 山谷でホスピスやってます。 山本　雅基 実業之日本社
372モ スリー・カップス・オブ・ティー グレッグ・モーテンソン サンクチュアリ・パブリッシング

H378.6オ 恵子が輝いた 奥野　真人 草風館
384シ 最後の職人伝 塩野　米松 平凡社
391フ スエズ運河を消せ デヴィッド・フィッシャー 柏書房
391メ 敵兵を救助せよ！ 惠　隆之介 草思社
402ウ 恋する天才科学者 内田　麻理香 講談社
402オ 科学史から消された女性たち 大江　秀房 講談社
410イ いいたかないけど数学者なのだ 飯高　茂 日本放送出版協会
410オ 数学史のなかの女性たち リン・Ｍ．オーセン 法政大学出版局
419ナ 江戸の天才数学者 鳴海　風 新潮社
460ウ 博物学者列伝 上野　益三 八坂書房
464タ 生涯最高の失敗 田中　耕一 朝日新聞社
486ミ 大人になった虫とり少年 宮沢　輝夫 朝日出版社

490.2シ 人体を探究した科学者 ニュートンプレス
507タ 田宮模型をつくった人々 田宮　俊作 文芸春秋
507ナ 負けてたまるか！ 中村　修二 朝日新聞社
510コ 国土を創った土木技術者たち 国土政策機構 鹿島出版会
519カ 失われた森 レイチェル・カーソン 集英社
520コ 創業一四〇〇年 金剛　利隆 ダイヤモンド社
523イ アントニ・ガウディとはだれか 磯崎　新 王国社
559ク 戦争と科学者 トマス・Ｊ．クローウェル 原書房
588イ サッポロ一番を創った男 磯　尚義 上毛新聞社事業局出版部
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請求記号 書名 著者名 出版者名
589サ おもちゃの昭和史 佐藤　安太 角川書店

596.2オ すきやばし次郎鮨を語る 〔小野　二郎 文藝春秋
659タ 女猟師 田中　康弘 〓出版社
661コ 海人（ＵＭＩＮＣＨＵ）　 小林　照幸 毎日新聞社
673サ さらばカリスマ 日本経済新聞社 日本経済新聞出版社
674シ 広告のヒロインたち 島森　路子 岩波書店
686ニ 日本の鉄道をつくった人たち 小池　滋 悠書館
699シ 映像の先駆者１２５人の肖像 志賀　信夫 日本放送出版協会
723タ ヘンリー・ダーガー非現実を生きる ヘンリー・ダーガー 平凡社
726ア バカボンのパパよりバカなパパ 赤塚　りえ子 徳間書店
726イ いわさきちひろ ちひろ美術館 河出書房新社

H726テ 天才の息子 手塚　真 ソニー・マガジンズ
726ワ 和田誠切抜帖 和田　誠 新書館
740コ 星野道夫永遠のまなざし 小坂　洋右 山と溪谷社
762コ 滝廉太郎　　（新装版） 小長　久子 吉川弘文館
762ハ 音楽史を彩る女性たち 萩谷　由喜子 ショパン
B764ミ ジャコ・パストリアスの肖像 ビル・ミルコウスキー 立東舎
767ケ ジェームズ・ブラウン ステファン・ケクラン 祥伝社
767リ マーヴィン・ゲイ物語 デイヴィッド・リッツ ブルース・インターアクションズ

778ヨ ブルース・リー 四方田　犬彦 晶文社
779ヒ タモリ論 樋口　毅宏 新潮社
780オ 復活の力 長田　渚左 新潮社

783.7サ 打撃投手 澤宮　優 講談社
784ノ 伊藤みどりトリプルアクセルの先へ 野口　美惠 主婦の友社
786ユ 植村直己・夢の軌跡 湯川　豊 文藝春秋
791モ 小堀遠州　　（新装版） 森　蘊 吉川弘文館
796オ 反骨の棋譜坂田三吉 大山　勝男 現代書館
810キ 金田一家、日本語百年のひみつ 金田一　秀穂 朝日新聞出版
821シ 回思九十年 白川　静 平凡社
833ウ 博士と狂人 サイモン・ウィンチェスター 早川書房
910イ 井上靖 田村　嘉勝 勉誠出版
910ホ 星新一 最相　葉月 新潮社
910ヨ 吉田兼好とは誰だったのか 大野　芳 幻冬舎

911.3コ 小林一茶 矢羽　勝幸 勉誠出版
911.3タ 種田山頭火 村上　護 ミネルヴァ書房
916オ 小野田寛郎 小野田　寛郎 日本図書センター
930サ サリンジャー ケネス・スラウェンスキー 晶文社
930ト コナン・ドイル伝 ダニエル・スタシャワー 東洋書林
940ヘ 人生で大切なことはすべてヘッセが教えてくれた 岡田　朝雄 佼成出版社
950イ アルベール＝カミュ 井上　正 清水書院
950テ アレクサンドル＝デュマ 辻　昶 清水書院
K1-31 地方行政の達人 小久保　晴行 イースト・プレス
K1-75 江戸風鈴－篠原儀治さんの口語り 篠原　儀治 瑞木書房
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