
 ８月展示(一般)

８月展示リスト(一般)　: 時代を築いたレジェンド達

タイトル 著者 出版者 出版年 分類

空海 平凡社 2011.8 188.5

イエス・キリストの生涯 小川/国夫‖著 新教出版社 2013.8 192.8

開催!世界史サミット 浅野 典夫/著 徳間書店 2012.1 204

爆笑問題の日本史原論 偉人編 爆笑問題/著 メディアワークス 2001.8 210.04

沖田総司と新選組隊士 河合 敦/著 ナツメ社 2004.1 215.8

オーラな人々 椎根 和/著 茉莉花社 2009.2 280.4

世界の偉人あの人の〈最期〉 新人物往来社 2008.12 280.4

其の一日 福田/和也‖著 新潮社 2013.8 281.0

レジェンド伝説の男白洲次郎 北 康利/著 朝日新聞出版 2009.1 289.1

維新創世坂本竜馬 学研 2006.8 289.1

西郷隆盛と薩摩 松尾/千歳‖著 吉川弘文館 2014.3 289.1

土方歳三 相川 司/著 扶桑社 2008.9 289.1

図説アインシュタイン 千葉 透/文 河出書房新社 2007.1 289.3

天才エジソンの秘密 ヘンリー幸田/著 講談社 2006.3 289.3

ほんとうは失敗続きだった「経営の神様」 中島 孝志/著
メトロポリタンプレ
ス

2011.7 335.1

スティーブ・ジョブズvsビル・ゲイツ 二大カリスマCEOの仕事力 竹内 一正/著 PHP研究所 2010.3 335.13

科学の偉人伝 白鳥 敬/著 自由国民社 2010.9 402.8
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タイトル 著者 出版者 出版年 分類

カリスマ建築家偉人伝 矢代 真己/著 彰国社 2007.11 520.2

怪物伝説 稲垣 謙治/著 河出書房新社 2003.9 537.0

レオナルド・ダ・ヴィンチ伝説の虚実 竹下 節子/著 中央公論新社 2006.5 702.3

天才力 雨宮/紀子‖著 世界文化社 2013.3 702.3

あの道・この道 高峰/秀子‖著 河出書房新社 2014.11 704

もっと知りたい葛飾北斎 永田 生慈/監修 東京美術 2005.8 721.8

ピカソ描かれた恋 結城 昌子/著 小学館 2008.10 723.3

手塚治虫 手塚 治虫/著 日本図書センター 1999.2 726.1

NHK毎日モーツァルト 安田 和信/監修 日本放送出版協会 2006.9 762.3

ビートルズへの旅 リリー・フランキー/著 新潮社 2008.4 764.7

吉田拓郎疾風伝 石田 伸也/著 徳間書店 2009.11 767.8

悲しき歌姫(ディーヴァ) 大下/英治‖著 イースト・プレス 2013.11 767.8

美空ひばり 平岡 正明/著 毎日新聞社 2010.2 767.8

太地喜和子伝説 大下 英治/著 河出書房新社 2000.2 772

原田芳雄風来去 原田 章代/企画・監修 日之出出版 2012.7 772.1

さすらい 小林 旭/著 新潮社 2001.12 778

円谷英二 円谷 一/編著 小学館 2001.7 778

銀幕の大スタアたちの微笑(ほほえみ) 白井 佳夫/著 日之出出版 2010.5 778.2
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タイトル 著者 出版者 出版年 分類

銀幕の天才森繁久弥 山田 宏一/編 ワイズ出版 2003.5 778.2

寅さん、あなたが愛される理由 山本 晋也/著 講談社 2012.12 778.2

日本人が最も愛した男石原裕次郎 主婦と生活社 2003.8 778.2

高倉健インタヴューズ
高倉 健/[述] 野地 秩嘉/文・構
成

プレジデント社 2012.8 778.21

なぜ「小三治」の落語は面白いのか? 広瀬/和生‖著 講談社 2014.8 779.1

1964年の東京オリンピック 石井/正己‖編 河出書房新社 2014.1 780.6

巨人軍V9を成し遂げた男 羽佐間/正雄‖著 ワック 2013.4 783.7

不屈の翼 岡崎/敏‖著 日刊スポーツ出版社 2014.3 784.3

力道山 力道山 光浩/著 日本図書センター 2012.3 788.2

太宰治の愛と文学をたずねて 松本 侑子/著 潮出版社 2011.6 910.2

夏目漱石の実像と人脈 ゆらぎの時代を生きた漱石 伊藤/美喜雄‖著 花伝社 2013.10 910.268

ナポレオンの宝剣 藤本 ひとみ/著 潮出版社 2009.9 F

マリリン・モンローという女 藤本 ひとみ/著 角川書店 2009.4 F

奇蹟 立松 和平/著 東京書籍 2005.4 F
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