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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

319.04//H51 論争グローバリゼーション : 新自由主義対社会民主主義 Held David 1951- 岩波書店 2007.5

319.1//G15 国際貢献Q&A : 世界で活躍する日本人 （Bilingual books） 外務省大臣官房海外広報課 講談社インターナショナル 1999.2

319.9//C83 国連の限界 : 国連の未来 Coicaud Jean-Marc 藤原書店 2007.5

319.9//Ki72 国連の政治力学 : 日本はどこにいるのか （中公新書） 北岡 伸一 中央公論新社 2007.5

329.33//A32 国際連合 : 軌跡と展望 （岩波新書） 明石 康 岩波書店 2006.11

329.33//U75 国際連合の基礎知識
United Nations. Office of Public
Information

関西学院大学総合政策学
部

2009.6

332//F44 リオリエント : アジア時代のグローバル・エコノミー Frank Andre Gunder 1929- 藤原書店 2000.5

332//Ka94 グローバル・ヒストリーに向けて 川勝 平太 藤原書店 2002.2

332//Mi96 終わりなき危機君はグローバリゼーションの真実を見たか 水野 和夫 日本経済新聞出版社 2011.9

333.7//Ta84 地域共同体とグローバリゼーション 田中 祐二 晃洋書房 2010.11

334.51//F67 文化移民 : 越境する日本の若者とメディア 藤田 結子 新曜社 2008.9

360.8//Ko98//7 国際化とアイデンティティ （講座・社会変動） 梶田 孝道 ミネルヴァ書房 2001.12

361.42//W46 日本人のアイデンティティー : 日本文化の構造と日本文明の盛衰 渡辺 力蔵 文芸社 2002.1

361.45//H32 異文化理解入門 : グローバルな時代を生きるための 原沢 伊都夫 研究社 2013.7

367.1//G34//4
公正なグローバル・コミュニティを : 地球的視野の政治経済 （ジェンダー社会科学の可能性 /
辻村みよ子, 大沢真理編集）

大沢 真理 岩波書店 2011.12

369.7//O33 世界で私を好きになる オイスカ・インターナショナル ぴあ 2004.3

379.3//Mi49
未来を担う人づくり 誰でもできる子どもの居場所 : 「国際感覚にあふれ平和を愛する地球人を
育てる」活動モデル

「総合的な放課後対策推進のため
の調査研究」運営委員会

「総合的な放課後対策推進の
ための調査研究」運営委員会

2008.2

409//Mu43 頭脳はどこに向かうのか : 人「財」の国際移動 村上 由紀子 日本経済新聞出版社 2010.5

2014年8月 城西大学読書感想文コンテスト開催記念
図書館展示「読む・知る・伝える・読書の楽しみ」資料一覧

今回の展示はコンテストの３つのテーマに関した所蔵資料を集めています。
　大学のレポートや論文はこうした学術資料を参考に書きますが

コンテストの本は、自分がテーマに合うと思えば、どんな本でも、小説でもＯＫです！
　

－コンテスト募集テーマ－
　　１真の国際性とは　　２地域における協力　　３女性の活躍の推進　　４自由テーマ

2014/8/1

- 国際性 -
グローバル社会とはどういうことでしょう。今回は一例として、人、物流、金融等がボーダレスに世界を流れる今を知ることできるよ
うな資料を集めてみました。これらを読むことで、グローバル社会の一端が見えるのではないでしょうか。
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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

318.6//Mi95 21歳男子、過疎の山村に住むことにしました （岩波ジュニア新書） 水柿 大地 岩波書店 2014.5

318.8//Sa65//1 参加のデザイン道具箱 浅海 義治 世田谷まちづくりセンター 1993.8-1998.3

318.8//Sa65//2
プロセスデザイン : 事例とワークブック （参加のデザイン道具箱 / 浅海義治ほか企画・執筆 ;
真鍋弘, 柴田希美絵編）

浅海 義治 世田谷まちづくりセンター 1996.3

318.8//Sa65//3
ファシリテーショングラフィックとデザインゲーム （参加のデザイン道具箱 / 浅海義治ほか企
画・執筆 ; 真鍋弘, 柴田希美絵編）

浅海 義治 世田谷まちづくりセンター 1998.3

318.8//Sa65//4 子どもの参加 （参加のデザイン道具箱 / 浅海義治ほか企画・執筆 ; 真鍋弘, 柴田希美絵編）
世田谷区都市整備公社まちづくり
センター

世田谷区都市整備公社ま
ちづくりセンター

2002.11

361.7//I26 公共性と市民 飯田 哲也 学文社 2009.4

361.7//Ka93 地域メディアが地域を変える 河井 孝仁 日本経済評論社 2009.4

369.021//C43//1
地域福祉イベントのノウハウ : 東村山市福祉のつどい20年のあゆみ （地域福祉実践シリー
ズ）

東村山市障害者週間福祉のつど
い実行委員会

筒井書房 2001.12

369.021//C43//2 コミュニティワーカー実践物語 （地域福祉実践シリーズ） 長淵 晃二 筒井書房 2002.4

369.021//C43//3
街の中の小さな拠点 : 東村山市青葉町みんなの家吉田さろんの10年 （地域福祉実践シリー
ズ）

木原孝久 筒井書房 2002.7

369.021//C43//4 障害があるからこそ出かけよう : 外出・旅行相談による支援 （地域福祉実践シリーズ） 成瀬 史恭 筒井書房 2003.1

369.3//N37 防災コミュニティ : 現場から考える安全・安心な地域づくり 中村 八郎 自治体研究社 2010.4

369.31//Mi91 3.11以後を生きるヒント : 普段着の市民による「支縁の思考」 三好 亜矢子 新評論 2012.11

369.7//C53
“ちょボラ"でバリアフリーのまちづくり : ちょっとしたボランティア （“ちょボラ"で福祉のまちづく
り : 体験と実践を通してはぐくむ「勇気と優しさ」 / 日比野正己監修・指導）

学習研究社 2004.4

601.1//I89 地産地消と地域活性化 伊東 維年 日本評論社 2012.4

601.1//Sh51 地産地消 : 豊かで活力のある地域経済への道標 下平尾 勲 日本評論社 2009.1

601.1365//H76 学生まちづくらーの奇跡 : 国立発!!一橋大生のコミュニティ・ビジネス 菱沼 勇介 学文社 2012.1

請求記号 著者名 出版社 出版年

289.1//I87 弁護士渥美雅子 （こんな生き方がしたい） 板倉 久子 理論社 1999.1

289.1//I87 ニュースキャスター田丸美寿々 （こんな生き方がしたい） 板倉 久子 理論社 2001.7

289.1//J55 建築家長谷川逸子 （こんな生き方がしたい） 実川 元子 理論社 2001.12

289.1//Ka86 看護婦宮崎和加子 （こんな生き方がしたい） 加藤 千代 理論社 1998.11

女性の社会進出に関連した参考図書ほか、多分野で活躍する女性たちの伝記、体験記、女性の活躍をテーマに書かれた小説を集めまし
た。ひとに歴史あり。資料という域を超えて、思いがけないところから人生のヒントにも出会えるかもしれません。

- 女性の活躍 -

- 地域協力 -
地域における協力とはどんなものなのでしょうか。公共サービスへの市民の参加、防災発生時の協力、ボランティア、地産池消による
地域産業への寄与、定住による過疎への歯止め…、そうした色んな観点からの図書をピックアップしてみました。
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289.1//Ka86 シンガーソングライターイルカ （こんな生き方がしたい） 加藤 千代 理論社 2000.1

289.1//N57 シェフ長尾和子 （こんな生き方がしたい） 名取 二三江 理論社 2000.6

289.1//N81 メイクアップアーチスト小林照子 （こんな生き方がしたい） 西 妙子 理論社 2002.4

289.1//O24 フォトジャーナリスト吉田ルイ子 （こんな生き方がしたい） 小河 修子 理論社 1998.8

289.1//O28 同時通訳者鳥飼玖美子 （こんな生き方がしたい） 大橋 由香子 理論社 2002.12

289.1//Su49 マンガ家里中満智子 （こんな生き方がしたい） 杉山 由美子 理論社 1998.4

289.1//Su49 公務員赤松良子 （こんな生き方がしたい） 杉山 由美子 理論社 2003.9

289.1//Y31 医師・登山家今井通子 （こんな生き方がしたい） 山本 素子 理論社 1997.11

289.3//J55 ファッションデザイナーココ・シャネル （こんな生き方がしたい） 実川 元子 理論社 2000.2

289.3//Ko21 科学者レイチェル・カーソン （こんな生き方がしたい） 小手鞠 るい 理論社 1997.11

335.13//Y34 女たちの成功物語 : 無心の行動 : 全てはそこから始まった 山中 隆起 半蔵門出版 2004.5

335.13//Y48 女性起業家 山崎 康弘 アップフロントブックス 2002.7

335.13//Y62 女流経営 : 12の成功物語 安田 龍平 メディア総合研究所 2006.9

366.08//So63//7 女性の働きかた （叢書・働くということ） 武石 恵美子 ミネルヴァ書房 2009.6

366.38//A56 女性のキャリアデザイン : 働き方・生き方の選択 青島 祐子 学文社 2007.4

366.38//E14 女子のキャリア : 「男社会」のしくみ、教えます （ちくまプリマー新書） 海老原 嗣生 筑摩書房 2012.1

408//B59//1307 理系の女の生き方ガイド : 女性研究者に学ぶ自己実現法 （ブルーバックス） 宇野 賀津子 講談社 2000.1

767.8//H25 前田敦子はキリストを超えた : 「宗教」としてのAKB48 （ちくま新書） 濱野 智史 筑摩書房 2012.12

779.13//Ts96 プロの尼さん : 落語家・まるこの仏道修行 （新潮新書） 露の 団姫 新潮社 2013.8

913.6//H48 放浪記 （岩波文庫） 林 芙美子 岩波書店 2014.3

913.6//Mo45 風に舞いあがるビニールシート 森 絵都 文藝春秋 2006.5

城西大学水田記念図書館


