
●東京スカイツリーOPEN記念　東京を歩こう
タイトル 著者・編者 出版社 出版年 請求記号

るるぶ上野浅草 : 東京スカイツリー['11] - JTBパブリッシング 2011
///T

（るるぶ情報版 関東 23）
東京 - JTBパブリッシング 2011 ///T（歩いて楽しむ）
東京スカイツリーと東京タワー 「鬼門の塔」と「裏鬼門の塔」 細野透 建築資料研究社 2011 219.3/HO
スカイツリー東京下町散歩 三浦展 朝日新聞出版 2011 291.3/MI
東京はなぜ世界一の都市なのか 新TOKYO名所案内 鈴木伸子 PHP研究所 2012 ///S
元気を乗せて東武は走る 森彰英 日本能率協会マネジメントセンター 1995 686/MO
和英 : 日本の文化・観光・歴史辞典 = A Japanese-English dictionary of culture,
tourism and history of Japan

山口百々男 三修社 2010 291/YA

東京・下町 - ネコ・パブリッシング 2010
///T

（ゆる～り自転車さんぽ）

Токио Моногатари　[東京物語] -
Ассоциация

переводчиков-русистов
2011 291.3/TO

浅草 : Asakusa  戦後篇 堀切直人 右文書院 2005 219.3/HO
写真で歩く浅草の昭和 : 残像の人情時代 中田和昭 彩流社 2009 219.3/NA

●ロンドンオリンピック開幕！
タイトル 著者・編者 出版社 出版年 請求記号

オリンピックのルーツを訪ねて : 古代ギリシアの競技大祭 西川亮, 後藤淳 協同出版 2004 780/NI
オリンピックの本 : 希望の祭典を永遠に 伊藤公 サイマル出版会 1986 780/IT
オリンピック物語 : 古代ギリシャから現代まで 結城和香子 中央公論新社 2004 780/YU
テレビスポーツ50年 : オリンピックとテレビの発展 力道山から松井秀喜まで 杉山茂,角川インタラクティブ・メディア 角川インタラクティブ
・メディア 2003 699/SU
ロンドンのおさんぽ yoshie 扶桑社 2008 293/YO
英国サブ・カルチャー情報館 : キーワードで読め!! ロンドン探訪団 ゑゐ文社 2000 293/RO
ロンドン地名由来事典 渡辺和幸 鷹書房弓プレス 1998 293/WA

ロンドン・パブ物語 石原孝哉, 市川仁 丸善 1997
///S

（丸善ライブラリー254）
ひとりでも自由に歩けるヨーロッパインテリアガイド :
ロンドン・パリ・ミラノ最新情報

トーソー出版 トーソー出版 1991 293/TO

ロンドン散策 : イギリスの貴族階級とプロレタリア フロラ・トリスタン[著], 小杉隆芳, 浜本正文[訳] 法政大学出版局 1987 293/TR
ismil :
ファッション、雑貨、マーケット、酒井景都の「Lovely」ロンドン案内

酒井景都 マーブルトロン,中央公論新社 2009 293/SA

●節電、省エネ…この夏をクールに乗り切る！
タイトル 著者・編者 出版社 出版年 請求記号

脱電生活 : 電気を使わず楽しく暮らそ 佐光紀子, 牧野伊三夫[挿絵] 毎日新聞社 2011 590/SA
しあわせ節電 鈴木孝夫 文藝春秋 2011 590/SU
エコライフ人宣言 : エコロジカルな家事のすすめ 土井明弘 一橋出版 2002 590/DO
省資源・省エネルギー読本:
企業・行政の取組みと消費者の意識と行動

くらしのリサーチセンター くらしのリサーチセンター 1998 334/KU

電気に頼らない涼しい生活 : ちょっとした工夫で夏も快適に過ごせる! 加藤清彦 [ほか] [監修] 河出書房新社 2011 590/DE
エコライフ&スローライフのための愉しい非電化 藤村靖之 洋泉社 2006 590/FU

エコライフのすすめ : どちらの生活を選びますか?
東京大学システム創成学科実現型プロジェクト

エコデザインメンバー
丸善 2005 590/TO

これでわかるビルの省エネルギー :
省エネルギーの管理、教育、運営に必携! [第2版]

神谷清 , 鈴木志郎 電気書院 2006 528/KA

日本企業の環境報告 : 問い直される情報開示の意義
國部克彦, 平山健次郎 ; 地球環境戦略研究機関

(IGES)関西研究センター
省エネルギーセンター 2004 519.1/KO

ネガワット : 発想の転換から生まれる次世代エネルギー
ペーター・ヘニッケ , ディーター・ザイフリート

 朴勝俊[訳]
省エネルギーセンター 2001 501/HE

省エネルギー法の逐条解説 :
エネルギーの使用の合理化に関する法律[新訂版]

資源エネルギー庁省エネルギー対策課 省エネルギーセンター 1997 501/SH
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●大統領選挙―アメリカ社会とオバマに迫る
タイトル 著者・編者 出版社 出版年 請求記号

間メディア社会における「世論」と「選挙」:
日米政権交代に見るメディア・ポリティクス

遠藤薫 東京電機大学出版局 2011 361.4/EN

アメリカから「自由」が消える 堤未果 扶桑社 2010 316/TS
いまアメリカで起きている本当のこと :
日本のメディアが伝えない世界の新潮流

日高義樹 PHP研究所 2011 312.5/HI

アメリカを変えたM (ミレニアル) 世代 :
SNS・YouTube・政治再編

モーリー・ウィノグラッド
マイケル・D・ハイス

岩波書店 2011 312.5/WI

メディア仕掛けの選挙 :
アメリカ大統領達のCM戦略

エドウィン・ダイアモンド,ステファン・ベイツ
佐藤雅彦[訳]

技術と人間 1988 314/DI

インターネットが変える選挙 : 米韓比較と日本の展望 清原聖子 , 前嶋和弘 慶応義塾大学出版会 2011 314/KI
アメリカなう。 小国綾子 小学館 2011 302.5/OG
オバマ政権はアメリカをどのように変えたのか :
: 支持連合・政策成果・中間選挙

吉野孝, 前嶋和弘 東信堂 2010 312.5/OB

オバマの戦争
ボブ・ウッドワード

伏見威蕃[訳]
日本経済新聞出版社 2011 390/WO

バラク・オバマの言葉と文学 : 自伝が語る人種とアメリカ 里内克巳 , 朴珣英 [ほか] 彩流社 2011 289/OB
日本人だけが知らないアメリカがオバマを選んだ本当の理由 :
オバマ草の根運動

海野素央 同友館 2009 312.5/UN

オバマ : ホワイトハウスへの道 『タイム』誌特別編集, 阿部直子 [ほか訳] ディスカヴァー・トゥエンティワン 2009 312.5/OB
オバマの原点 アンソニー・ペインター, 木内裕也[訳] 中経出版 2009 312.5/OB
オバマ「勝つ話術、勝てる駆け引き」 西川秀和, 池本克之 講談社 2008 312.5/OB

ホープス&ドリームス バラク・オバマ
スティーブ・ドハーティ,
平野和子, 佐々木千恵[訳]

ゴマブックス 2009 312.5/OB

オバマ政治を採点する
久保文明,東京財団現代アメリカ・

プロジェクト
日本評論社 2010 312.5/OB

オバマと日本 : アメリカ新政権の実像どうする日本 鈴木壮治 グラフ社 2009 312.5/SU
オバマ大統領 : ブラック・ケネディになれるのか 村田晃嗣, 渡辺靖 文藝春秋 2009 312.5/OB

ブラック・ケネディ : オバマの挑戦
クリストフ・フォン・マーシャル

大石りら[訳]
講談社 2008 289/OB

完璧な冷静 : オバマ変革と試練
エバン・トーマス,ニューズウィーク誌

ニューズウィーク日本版編集部[訳]
阪急コミュニケーションズ 2009 312.5/OB
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