
法政大学市ケ谷図書館2014年度 第2回ミニ展示 
『 100年 ～anniversary～ 』ブックリスト 

「100周年！」 

タイトル 著者・編者 出版社 出版年 請求記号 

愛と偶然との戯れ マリヴォー[作] ; 進藤誠一[訳] 岩波書店 1977 
///S 

岩波文庫  赤(32)-517-1 

宝塚戦略 : 小林一三の生活文化論 津金澤聰廣 講談社 1991 
///S 

講談社現代新書 1050 

小林一三 : 発想力で勝負するプロの教え 小林一三研究室[編] ゕスペクト 2008 289.1/KO 

鬼才縦横 : 評伝・小林一三 上巻 小島直記 PHP研究所 1983 289.1/KO/1 

宝塚の快楽 : 名作への誘い 天野道映 新書館 1997 775/AM 

宝塚歌劇団スタデゖーズ  
舞台を100倍楽しむ知的な15講座 

江藤茂博編 ; 植木朝子[ほか]  戎光祥出版 2007 775/ET 

宝塚 : 消費社会のスペクタクル 川崎賢子 講談社 1999 775/KA 

宝塚まるかじり! 荷宮和子 青弓社 2012 775/NI 

踊る帝国主義 
宝塚をめぐるセクシュゕルポリテゖクスと 
大衆文化 

ジェニフゔー・ロバートソン[著] 
堀千恵子[訳] 

現代書館 2000 775/RO 

すみれ花歳月(とし)を重ねて  
宝塚歌劇90年史 

宝塚 : 宝塚歌劇団  阪急コミュニケーションズ 2004 775/SU//L 

宝塚 : ラスト版オリジナル 梅原理子[文] ; 乙原愛[絵] 現代書館 1994 775/UM 

ハプスブルクの宝剣 上・下 藤本ひとみ 文芸春秋 1995 913.6/FU/1,2 

プラハの春 春江一也 集英社 1997 913.6/HA 

忘れ雪 新堂冬樹 角川書店 2003 913.6/SH 

東京駅物語 北原亞以子 新潮社 1999 
///S  

新潮文庫 き-13-3 

るるぶ東京駅 : 丸の内八重洲有楽町   JTBパブリッシング 2012 ///T 

東京遺産な建物たち 
東京新聞「東京遺産選定委員会」 
[監修] 

新紀元社 2004 521/TO 

日本の西洋建築  
明治・大正・昭和の息づかいを今に伝える 

藤森照信, 丸山もとこ[監修] 学研パブリッシング 2011 523/FU//L 



タイトル 著者・編者 出版社 出版年 請求記号 

自転車で東京建築さんぽ 小林一郎, 寺本敏子 平凡社 2009 523/KO 

有名建築その後 
= Famous architecture-after construction 

日経ゕーキテクチュゕ[編] 日経BP出版センター 2009 523/NI//L 

新・東京建築案内  
TOKYO ReBORN見たい建築100 
U40建築家と考えた、東京の未来 

  エクスナレッジ 2009 523/SH//L 

世界の駅・日本の駅 
小池滋, 青木栄一 
和久田康雄[編] 

悠書館 2010 686/KO 

図説世界史を変えた50の鉄道  ビル・ローズ[著]；山本史郎[訳] 原書房 2014 686/LA 

世界の駅 三浦幹男, 三浦一幹[写真] ピエ・ブックス 2009 686/MI 

世界の駅 : 65カ国350駅の“旅情" 三浦幹男,杉江弘 JTB 2002 686/MI 

東京都電の時代 吉川文夫 大正出版 1997 686/YO 

昭和の風景 東京都写真美術館[編] 新潮社 2007 740/TO 

「1914年の話題」 
タイトル 著者・編者 出版社 出版年 請求記号 

チャップリン 江藤文夫 岩波書店 1995 
///S 

岩波ジュニゕ新書 250 

若き日々 チャップリン[著] ; 中野好夫[訳] 新潮社 2005 
///S 

新潮文庫 チ-2-1   

栄光の日々 チャップリン[著] ; 中野好夫[訳] 新潮社 1992 
///S 

新潮文庫  チ-2-2   

チャップリンの笑い寅さんの笑い 
笑いの民話学 

日本民話の会編集 童心社 1993 388/NI 

チャップリン 上・下 
デヴゖッド・ロビンソン[著]  
宮本高晴, 高田恵子[訳] 

文藝春秋 1993 778/CH/1，2 

昭憲皇太后・貞明皇后  
一筋に誠をもちて仕へなば  

小田部雄次 ミネルヴゔ書房 2010  288/SH 

もっと知りたい竹久夢二  
 生涯と作品 

小川晶子 東京美術 2009  726/TA 

竹久夢二 : 大正モダン・デザンブック  石川桂子, 谷口朋子[編] 河出書房新社 2011  726/TA 

夢二グラフゖック : 抒情カット・図案集 竹久夢二[画] ピエ・ブックス 2009  727/TA 

幕末明治横浜写真館物語 斎藤多喜夫 吉川弘文館  2004  740/SA 

誕生 : 新たな視覚のはじまり 三井圭司, 東京都写真美術館[監修] 新潮社 2005  740/SH/1 

流行歌の誕生 
「カチューシャの唄」とその時代 

永嶺重敏 吉川弘文館 2010  767/NA 



タイトル 著者・編者 出版社 出版年 請求記号 

『少年倶楽部』短篇選 講談社文芸文庫[編] 講談社 2013  
///S 

講談社文芸文庫 こJ32 

少年倶楽部の頃 : 昭和前期の児童文学 桑原三郎 慶応通信 1987  909/KU 

のどかで懐かしい「少年倶楽部」の笑い話 杉山亮[選・解説] 講談社 2004  913.7/SU 

「生誕100年」  
タイトル 著者・編者 出版社 出版年 請求記号 

ムーミンの哲学 瀬戸一夫 勁草書房 2002 130/SE 

トーヴェ・ヤンソンとガルムの世界  
ムーミントロールの誕生 

冨原眞弓 青土社 2009 726/JA 

ムーミン谷のひみつの言葉 富原真弓 筑摩書房 2009 726/JA 

ムーミン画集 : ふたつの家族 
トーヴェ・ヤンソン[絵・文]  
富原真弓[文] 

講談社  2009 726/JA 

北欧デザンを知る : ムーミンとモダニズム 渡部千春 日本放送出版協会 2006 750/WA 

ムーミンのたからもの 
トーベ・ヤンソン[原作] 
松田素子[文]  
スタジオ・メルフゔン[絵] 

講談社 2005 909.3/JA 

不思議の国のゕリス 
ルス・キャロル[著] 
トーベ・ヤンソン[絵]   
村山由佳[訳] 

メデゖゕフゔクトリー 2006 933/CA 

ムーミン谷の名言集  
パンケーキにすわりこんでもいいの?  

トーベ・ヤンソン[文・絵]  
ユッカ・パルッキネン[編] 
渡部翠[訳] 

講談社 1998 
949/JA 

1F学生選書 

ムーミンを読む 冨原真弓 講談社 2004 
949/JA 

1F学生選書 

軽い手荷物の旅 
トーベ・ヤンソン・コレクション 
トーベ・ヤンソン[著] 
富原真弓[訳] 

筑摩書房 1995 949/JA/1 

太陽の街 
トーベ・ヤンソン[著]  
冨原眞弓[訳] 

筑摩書房 1997 949/JA/6 


