
法政大学市ケ谷図書館2015年度第2回ミニ展示 
『Happy Anniversary! ―1895年～2015年― 』 

市ケ谷駅開業120周年・北陸新幹線開通 

タイトル 著者・編者 出版者 出版年 請求記号 

鉄道技術の日本史 
 SLから、電車、超電導リニアまで 

小島英俊 中央公論新社 2015 ///S（中公新書 2312） 

金沢を歩く 山出保 岩波書店 2014 ///S（岩波新書新赤版 1493） 

和食は福井にあり  
鯖街道からコシヒカリまで 

向笠千恵子 平凡社 2015 ///S（平凡社新書 766） 

るるぶ石川金沢加賀能登   JTBパブリッシング 2015 ///T（旅行） 

るるぶ北陸   JTBパブリッシング 2015 ///T（旅行） 

るるぶ北陸新幹線で行こう! : 金沢富山   JTBパブリッシング 2015 ///T（旅行） 

電車の中を10倍楽しむ心理学 渋谷昌三 扶桑社 2014 140/SH 

写真記録「日本の美」北陸 写真記録刊行会[編] 日本図書センター 2012 291/SH//L 

中央線 : カルチャー魔境の歩き方 G.B. メディアファクトリー 2004 291.3/GB 

福井県の学力・体力がトップクラスの秘密  志水宏吉, 前馬優策 中央公論新社  2014 372.1/SH 

大江戸透絵図 : 千代田から江戸が見える  北原進[監修] 
江戸開府400年    
記念事業実行委員会 

2003 382/OE 

新幹線お掃除の天使たち          
「世界一の現場力」はどう生まれたか? 

遠藤功 あさ出版 2012 686/EN 

図説駅の歴史 : 東京のターミナル 交通博物館[編] 河出書房新社 2006 686/KO 

総武線120年の軌跡  
東京・千葉を走る列車と駅のあゆみ 

三好好三 JTBパブリッシング 2014 686/MI 

図解地図と歴史で読み解く!鉄道のひみつ  
幕末の鉄道計画からリニア中央新幹線まで  

日本の鉄道愛好会 PHP研究所 2014 686/NI 

北陸近代文学の舞台を旅して 
金沢学院大学文学部 
日本文学科[編] 

北国新聞社 2012 910.6/KA 



放送開始90周年 

タイトル 著者・編者 出版者 出版年 請求記号 

最新放送業界の動向とカラクリがよくわかる本 
業界人、就職、転職に役立つ情報満載 

中野明 秀和システム 2013 ///F(就職) 

ラジオにかかわる仕事  
ラジオDJラジオディレクターラジオミキサー   

 
 
 

ほるぷ出版 2006 ///F(就職) 

コトバのチカラ 
日本民間放送連盟 
ラジオ委員会［編］ 

PHP研究所 2008 ///S（PHP文庫 に21-1） 

笑いをつくる  
上方芸能笑いの放送史 

沢田隆治 日本放送出版協会 2002 ///S（NHKライブラリー151） 

TVディレクターの演出術  
物事の魅力を引き出す方法 

高橋弘樹 筑摩書房 2013 ///S（ちくま新書 1040） 

ラジオは脳にきく 
頭脳を鍛える生活習慣術 

板倉徹 東洋経済新報社 2011 491/IT 

テレビ作家たちの50年 日本放送作家協会 日本放送出版協会 2009 699/NI 

明日のテレビ 
チャンネルが消える日 

志村一隆 朝日新聞出版 2010 699/SH 

ラジオの時代  
ラジオは茶の間の主役だった 

竹山昭子 世界思想社 2002 699/TA 

ぼくらがドラマをつくる理由 北川悦吏子ほか 角川書店 2001 778/KI 

大河ドラマの50年  
放送文化の中の歴史ドラマ 

鈴木嘉一 中央公論新社 2011 778/SU 



カリフォルニア ディズニーランド・リゾート60周年 

タイトル 著者・編者 出版者 出版年 請求記号 

ディズニー五つの王国の物語 有馬哲夫 宝島社 2009 ///S（宝島SUGOI文庫） 

ディズニーランドの秘密 有馬哲夫 新潮社 2011 ///S（新潮新書 428） 

アメリカ西海岸 「地球の歩き方」編集室[編] ダイヤモンド社 2015 ///T（旅行） 

「お客様の幸せ」のためにディズニーはまず 
「おそうじ」を考えた  
リピート率No.1の秘訣 

安孫子薫  小学館 2011 689/AB 

ディズニー感動を生み続ける37のルール 濱名均 
日本能率協会        
マネジメントセンター 

2013 689/HA（学生選書） 

ディズニー"おもてなし"の伝え方 草地真 ぱる出版 2014 689/KU 

最後のパレード  
ディズニーランドで本当にあった心温まる話 

中村克 
サンクチュアリ・     
パブリッシング 

2009 689/NA 

ディズニー夢の王国をつくる 
夢は実現する-- 
世界のディズニーパークはいかに創られてきたか 

マーティ・スクラー［著］  
矢羽野薫[訳] 

河出書房新社 2014 689/SK 

ディズニークロニクル1901-2001 
デイヴ・スミス,        
スティーヴン・クラーク[著] 
唐沢則幸[訳] 

講談社 2001 778/DI//L 

Disney夢と魔法の100年 
ラッセル・シュローダー[著]  
渡辺有希[訳] 

世界文化社 2002 778/DI//L 



スタジオジブリ設立30周年 

タイトル 著者・編者 出版者 出版年 請求記号 

仕事道楽 : スタジオジブリの現場 鈴木敏夫 岩波書店 2014 ///S（岩波新書新赤版 1486） 

宮崎駿論 : 神々と子どもたちの物語 杉田俊介 NHK出版 2014 ///S（NHKブックス 1215） 

虫眼とアニ眼 養老孟司, 宮崎駿 新潮社 2008 ///S（新潮文庫 み-39-1） 

トトロの住む家 宮崎駿[著],和田久士[写真] 岩波書店 2011 527/MI 

宮崎駿の仕事 : 1979-2004 久美薫 鳥影社 2004 778/MI 

作家としての宮崎駿  
宮崎駿における異文化融合と多文化主義 

相良英明 神奈川新聞社 2012 778/MI 

ジブリの森へ : 高畑勲・宮崎駿を読む 米村みゆき[編] 森話社 2008 778/TA 

スタジオジブリの軌跡            
『月刊アニメージュ』の特集記事で見る  
1984-2011 

  徳間書店 2011 778/SU//L 

ジブリの哲学 : 変わるものと変わらないもの 鈴木敏夫 岩波書店 2011 778/SU 

鈴木敏夫のジブリ汗まみれ1 鈴木敏夫 復刊ドットコム 2013 778/SU/1 

鈴木敏夫のジブリ汗まみれ2 鈴木敏夫 復刊ドットコム 2013 778/SU/2（学生選書） 

鈴木敏夫のジブリ汗まみれ3 鈴木敏夫 復刊ドットコム 2013 778/SU/3 

思い出のマーニー 上 
ジョーン・ロビンソン[作] 
松野正子[訳] 

岩波書店 2003 933/RO/1 

思い出のマーニー 下 
ジョーン・ロビンソン[作]  
松野正子[訳] 

岩波書店 2003 933/RO/2 
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