「世界一」や「世界を変えたこと」
資料ID

書名

著者

所在

請求記号

0002471847

世界を変えた実用ソフト (NHKスペシャル. 新・電子立国:3||3)

相田, 洋 / 大墻, 敦 / オオガキ, アツシ

電動

007.3/AI/3

0002596036

アップル : 世界を変えた天才たちの20年 上

Carlton, Jim/ 山崎, 理仁

電動

007.3/CA/1

0002596045

アップル : 世界を変えた天才たちの20年 下

Carlton, Jim / 山崎, 理仁

電動

007.3/CA/2

0003204171
0003256031
0003326958

世界を変えたソーシャルメディア革命の落とし穴 : 「マス」を呑み
立入, 勝義
開架
込んだ「ソーシャルの波」は次にどこへ向かうのか
世界を変えた100の本の歴史図鑑 : 古代エジプトのパピルスから電子
Cave, Roderick / Ayad, Sara / 大山, 晶 / 樺山, 紘一
開架
書籍まで
Collins, Michael / Black, Alexandra / Cussans, Thomas / Farndon, John
開架
世界を変えた本
/ Parker, Philip / 藤村, 奈緒美/ 樺山, 紘一

007.3/TA
020.2/CA
020.2/CO

0003232200

図説世界を変えた50の心理学 (シリーズ知の図書館:3)

Stangroom, Jeremy / 伊藤, 綺

開架

140/ST

0003136249

世界一やさしい問題解決の授業

渡辺, 健介

開架

141.5/WA

岡野, 雅行

電動

159.7/OK

Yapp, Nick / 村田, 綾子 / National Geographic / Getty Images

開架

209.6/YA

0003038711

学校の勉強だけではメシは食えない! : 世界一の職人が教える「世渡
り力」「仕事」「成功」の発想
世界を変えた100日 : 写真がとらえた歴史の瞬間 (ナショナルジオグ
ラフィック)

0002646611

マーシャとダーシャ : 世界でいちばん孤独な姉妹

Masha / Dasha / Butler, Juliet / 武者, 圭子

開架

289.3/MA

0003091647

世界一の写真集 第2版第2刷 (世界名景紀行)

PPS通信社 / アマナイメージズ / 及川, さえ子

開架

290/SE

0002649345

Prince Edward Island : 世界一美しい島の物語 : 吉村和敏写真集

吉村, 和敏

開架

295.131/YO

0003252177

とりあたま大学 : 世界一ブラックな授業!編

西原, 理恵子 / 佐藤, 優

開架

304/SA

Gallo, Carmine / 井口, 耕二

開架

336.4/GA

茂木, 正朗

開架

338.92/MO

開架

365.3/AK

0003184736

0003314645
0003211381

ビジネスと人を動かす驚異のストーリープレゼン : 人生・仕事・世
界を変えた37人の伝え方
インドネシアが選ばれるのには理由 (わけ) がある : 親日指数世界一
の国! (B&Tブックス)

0002589255

世界でいちばん住みたい家

赤池, 学(1958-) / 金谷, 年展

0002449685

世界を変えた女性たち : 現代アメリカ・フェミニズム史

マ-シア・コ-エン / Cohen, Marcia / 森泉, 弘次 / 宮内, 華代子 / ミヤウチ, カ
開架
ヨコ

367.253/CO

0003017212

オッリペッカ・ヘイノネン : 「学力世界一」がもたらすもの (NHK未
Heinonen, Olli‐Pekka / 佐藤, 学
来への提言)

開架

372.389/HE

資料ID

書名

著者

0003194269

なぜ日本の大学生は、世界でいちばん勉強しないのか?

0002975322

世界を変えた6つの飲み物 : ビール、ワイン、蒸留酒、コーヒー、紅
Standage, Tom / 新井, 崇嗣
茶、コーラが語るもうひとつの歴史

0003338485

世界を変えた50人の女性科学者たち

0002947659

所在

請求記号

開架

377.9/TU

開架

383.8/ST

Ignotofsky, Rachel, 1989- / 野中, モモ

開架

402.8/IG

世界を変えた20の科学実験

Harré, Rom / 小出, 昭一郎/ 竹内, 敬人 / 八杉, 貞雄

開架

402/HA

0003261729

図説世界を変えた50の科学 (シリーズ知の図書館:5)

Moore, Pete / Frary, Mark / 小林, 朋則

開架

402/MO

0003136909

世界を変えた手紙 : パスカル、フェルマーと「確率」の誕生

Devlin, Keith J. / 原, 啓介

開架

410.4/DE

0003260606

分子図鑑 : 世界で一番美しい

Gray, Theodore W. / 武井, 摩利 / Mann, Nick / 若林, 文高

開架

431.1/GR

0003109993

元素図鑑 : 世界で一番美しい

Gray, Theodore W. / Mann, Nick / 武井, 摩利 / 若林, 文高

開架

431.11/GR

0002559711

世界でいちばん美しい物語 : 宇宙・生命・人類

Reeves, Hubert / Rosnay, Joël de / Coppens, Yves / Simonnet,
Dominique / 木村, 恵一

開架

467.5/RE

0003258339

世界で一番美しい植物細胞図鑑

Blackmore, Stephen / 武井, 摩利 / 三村, 徹郎

開架

471.1/BL

0003148196

世界で一番美しい花粉図鑑

Kesseler, Rob / Harley, Madeline / 武井, 摩利/ 奥山, 雄大

開架

471.3/KE

0003258320

世界で一番美しい海のいきもの図鑑

吉野, 雄輔 / 武田, 正倫

開架

481.72/YO

0003327044

わけあって絶滅しました。 : 世界一おもしろい絶滅したいきもの図
鑑

丸山, 貴史/ サトウ, マサノリ / ウエタケ, ヨーコ / 今泉, 忠明

開架

482/MA

0003274271

世界一うつくしい昆虫図鑑

Marley, Christopher / 熊谷, 玲美

開架

486/MA

0003358914

世界史を変えた13の病

ジェニファー・ライト/鈴木涼子

開架

490.21/WR

0003324310

世界で一番美しい切り絵人体図鑑

Druvert, Hélène / Druvert, Jean-Claude / 奈良, 信雄/ 小川, 浩一

開架

491.1/DR

0002919422

イントラレーシックで近視が治る! : メガネ&コンタクトを不要にした
青山, 勝
21世紀の近視治療テクノロジー : 世界一の症例数

開架

496.42/AO

0002795940

世界で一番いのちの短い国 : シエラレオネの国境なき医師団

山本, 敏晴

開架

498.024/YA

0003199013

世界を変えた技術革新大百科

Hart-Davis, Adam / 佐野, 恵美子 / 富岡, 由美 / 荒俣, 宏

開架

502/HA

0003278644

ポートランド : 世界で一番住みたい街をつくる

山崎, 満広

開架

518.8/YA

0003261229

世界で一番美しい宮殿

中島, 智章

開架

520.87/SE

辻, 太一朗

資料ID

書名

0003177893

東京スカイツリー : 世界一を創ったプロフェッショナル

0003008768

著者

請求記号

開架

526.54/NH

なぜ、日本が太陽光発電で世界一になれたのか 第2版 (NEDO books) 「NEDO books」編集委員会 / 新エネルギー・産業技術総合開発機構

開架

543/NE

0003015432

世界でいちばん優しい椅子

宮本, 茂紀

開架

583.7/MI

0002994612

東レ : 先端材料で世界一を目指す (コミック産業情報シリーズ:5)

本間, 正夫 / ほしの, ちあき

開架

586.067/HO

0002491554

世界一の日常食 : タイ料理歩く食べる作る

戸田, 杏子

開架

596.22/TO

0003197751

TPPで日本は世界一の農業大国になる : ついに始まる大躍進の時代

浅川, 芳裕

開架

611.021/AS

0002634639

世界を変えた野菜読本 : トマト、ジャガイモ、トウモロコシ、トウ
ガラシ

Johnson, Sylvia A. / 金原, 瑞人

開架

626.02/JO

0003295261

世界で一番美しい犬の図鑑

Pickeral, Tamsin / Harrisson, Astrid / 岩井, 木綿子

開架

645.6/PI

0003295252

世界で一番美しい猫の図鑑

Pickeral, Tamsin / Harrisson, Astrid / 五十嵐, 友子

開架

645.6/PI

0003226104

世界で一番美しい樹皮図鑑

Pollet, Cédric / 國府方, 吾郎 / 南条, 郁子

開架

653.2/PO

0002672120

マリオット・ウェイサービス12の真実 : 世界一のホテルチェーンを
築いた顧客満足の秘密

Marriott, J.W. / Brown, Kathi Ann / 青木, 孝誠 / 住友, 進

開架

689.8/MA

0002698857

世界でいちばん美しい島 : Prince Edward Island : 葉祥明画集

葉, 祥明

開架

726.5/YO

0003206577

世界でいちばん美しい街、愛らしい村 : 世界の写真家たちによる美
の風景

開架

748/SE

0003262600

世界で一番美しい色彩図鑑

開架

757.3/EC

開架

757.8/OD

開架

760.9/LA

開架

771/SE

0003303133
0003228493

NHK出版

所在

Eckstut, Joann / Eckstut, Arielle / 赤尾, 秀子

織田邸 : 家具・生活・空間 : 世界一の家具コレクションがつくり出す、小さな
織田邸出版委員会
場の連なりとしての住宅
Lawrence, Alistair / 山川, 真理 / 吉野, 由樹 / 松田, ようこ / Martin,
アビイ・ロード・スタジオ : 世界一のスタジオ、音楽革命の聖地
George / 川原, 伸司 / 山田, ノブマサ / 広田, 寛治

0003261238

世界で一番美しい劇場

0003179655

世界一シンプルなエクササイズライアン・メソッド : DVDブック

Hurst, Ryan

開架

781.4/HU

0003331164

骨ストレッチ・ランニング : 世界一、ラクに走れる!

松村, 卓

開架

782/MA

0002080097

死の商人ザハロフ/ 海運王オナシス/ 世界一の富豪アリー・カーン (現
筑摩書房編集部
代世界ノンフィクション全集:6||6)

電動

916/CH/6

0002985622

世界で一番の贈りもの

開架

933/MO

Morpurgo, Michael / Foreman, Michael / 佐藤, 見果夢

