
出身者 タイトル 著者 出版年 請求記号 

赤木かん子 
児童文学評論家 

今こそ読みたい児童文学100 赤木かん子 2014 019/AK 

絵本・子どもの本総解説 :  
読んでほしい読んであげたいいっしょに読みたい子どもの本 

赤木かん子 2009 019/AK 

地震がきたらどうすればいいの?  
あかぎかんこ ぶん ; 

mitty (みってぃー) え 
2017 369.3/AK 

かんこのミニミニ世界児童文学史  赤木かん子 1994 909/AK 

赤木かん子「book」術・子供の本がいちばん! 赤木かん子 1987 909/AK 

飯嶋和一 
作家 

汝ふたたび故郷へ帰れず  飯嶋和一 2003 ///S 

出星前夜 飯嶋和一 2008 913.6/II 

狗賓童子の島 飯嶋和一 2015 913.6/II 

生島ヒロシ 
アナウンサー 

さすが!と言われる司会・進行実例集 :  
頼まれ司会を立派にこなすケース別マニュアルBOOK 

生島ヒロシ 2003 809/IK 

知識ゼロからのビジネススピーチ入門 生島ヒロシ 2011 809/IK 

さすが!と言われる心に響く名スピーチのコツ&実例集 生島ヒロシ 2017 809/IK 

後輩への説教 : 望みが高ければ退屈しない 生島ヒロシ 1991 914.6/IK 

池田雄一 
文芸評論家 

カントの哲学 : シニシズムを超えて 池田雄一 2006 134.2/IK 

メガクリティック : ジャンルの闘争としての文学 池田雄一 2011 902/IK 
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出身者 タイトル 著者 出版年 請求記号 

岩合光昭 
カメラマン 

ニッポンの犬 岩合光昭,岩合日出子 2002 ///S 

パンダの赤ちゃん 岩合光昭 2013 ///S 

岩合光昭のネコ 岩合光昭 2014 ///S 

野生動物カメラマン 岩合光昭 2015 ///S 

ねこの京都 岩合光昭 2017 640/IW (学生選書) 

カラー新版ネコを撮る 岩合光昭 2018 740/IW 

岩合光昭の世界ネコさがし 岩合光昭 2018 740/IW 

岩村暢子 
アサツーディ・ケイ200X 
ファミリーデザイン室長 

家族の勝手でしょ! : 写真274枚で見る食卓の喜劇 岩村暢子 2012 ///S 

普通の家族がいちばん怖い : 崩壊するお正月、暴走するクリスマス 岩村暢子 2010 ///S 

日本人には二種類いる : 1960年の断層 岩村暢子 2013 ///S 

変わる家族変わる食卓 : 真実に破壊されるマーケティング常識 岩村暢子 2003 498/IW 

遠藤寛子 
児童文学作家 

少女の友 : 創刊100周年記念号 : 明治・大正・昭和ベストセレクション 実業之日本社編 2009 050/JI 

翁長雄志 
沖縄県知事 

沖縄と本土 :  
いま、立ち止まって考える辺野古移設・日米安保・民主主義 

翁長雄志[ほか] 2015 319.8/ON 

戦う民意 翁長雄志 2015 318.2/ON 

温又柔 
作家 

とっておきの上海 温又柔とワクワク観光隊 2003 292/ON 

来福の家 温又柔 2011 913.6/ON 
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金子達仁 
スポーツライター 

決戦前夜 : Road to France 金子達仁 2000 ///S 

ニッポンはどうすれば勝てるのか? 玉木正之, 金子達仁 2009 780/TA 

敗北という収穫 金子達仁  2010 783.4/KA 

プライド 金子達仁  2017 788/KA 

上川あや 
世田谷区議会議員 

変えてゆく勇気 : 「性同一性障害」の私から 上川あや 2007 ///S 

性同一性障害と戸籍 : 性別変更と特例法を考える 針間克己,上川あや[ほか] 2013 324.8/HA 

鬼海弘雄 
写真家・作家 

世間のひと 鬼海弘雄 2014 ///S 

眼と風の記憶 : 写真をめぐるエセー 鬼海弘雄 2012 914.6/KI 

靴底の減りかた 鬼海弘雄 2016 914.6/KI 

キッチンミノル 
写真家 

フィルムカメラの教科書 キッチンミノル 2014 740/KI 

春風亭一之輔 
春風亭一之輔著 ;  

キッチンミノル写真 
2014 740/SH 

春風亭一之輔の、いちのいちのいち 
春風亭一之輔被写体と文 ; 

キッチンミノル写真と記録 
2017 779/SH 

黒古一夫 
文芸評論家 

思想の最前線で : 文学は予兆する 黒古一夫編著 1990 910.6/KU 

魂の救済を求めて : 文学と宗教との共振 黒古一夫 2006 910.6/KU 

文学者の「核・フクシマ論」 : 吉本隆明・大江健三郎・村上春樹 黒古一夫 2013 910.6/KU 

井伏鱒二と戦争 : 『花の街』から『黒い雨』まで 黒古一夫 2014 910.7/IB 

村上龍 : 「危機」に抗する想像力 黒古一夫 2009 910.7/MU 

村上春樹批判 黒古一夫 2015 910.7/MU 
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沢野ひとし 
イラストレーター 

作家 

転校生 沢野ひとし 1996 ///S 

トコロテンの夏 沢野ひとし 1994 ///S 

休息の山 沢野ひとし 1997 ///S 

ワニ眼の朝ばしり 沢野ひとし 1993 ///S 

私広告 沢野ひとし,椎名誠 1993 914.6/SA 

クロ日記 沢野ひとし 2012  914.6/SA  

實川欣伸 
登山家 

富士山に千回登りました 實川欣伸 2011 786/JI 

杉田俊介 
批評家 

宮崎駿論 : 神々と子どもたちの物語 杉田俊介 2014 ///S 

相模原障害者殺傷事件 : 優生思想とヘイトクライム 立岩真也, 杉田俊介  2017 369.2/TA 

ジョジョ論 杉田俊介 2017 726/SU 

宇多田ヒカル論 : 世界の無限と交わる歌 杉田俊介 2017 767/SU 

戦争と虚構 杉田俊介 2017 778/SU 

東日本大震災後文学論 
限界研編 ;  

飯田一史, 杉田俊介[ほか]編著 
2017 910.6/GE 

鈴木直道 
北海道夕張市長 

 
 

やらなきゃゼロ！ :  
財政破綻した夕張を元気にする全国最年少市長の挑戦 

鈴木直道 2012 ///S 

夕張再生市長 :  
課題先進地で見た「人口減少ニッポン」を生き抜くヒント  

鈴木直道 2014 318.2/SU 
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高田昌幸 
新聞記者 

権力vs.調査報道 高田昌幸, 小黒純編著 2011 070/TA 

希望 高田昌幸編  2011 281/TA 

日本の現場 : 地方紙で読む 高田昌幸, 清水真編  2010 304/TA 

@Fukushima : 私たちの望むものは 高田昌幸編  2011 369.3/TA 

伝える技法 : プロが教える苦手克服文章術 高田昌幸編  2015 816/TA 

田中優子 
法政大学総長 

日本問答 田中優子, 松岡正剛  2017 ///S 

江戸の意気 田中優子編著 2003 041/TA 

未来のための江戸学 : この国のカタチをどう作るのか 田中優子 2009 215/TA 

そろそろ「社会運動」の話をしよう :  
他人ゴトから自分ゴトへ。社会を変えるための実践論 

田中優子, 法政大学社会学部「社
会を変えるための実践論」講座編 

2014 309/TA 

「平和」について考えよう 斎藤環, 田中優子[ほか] 2016 319.8/SA 

芸者と遊び : 日本的サロン文化の盛衰  田中優子 2007 384/TA 

降りる思想 : 江戸・ブータンに学ぶ 田中優子, 辻信一 2012 914.6/TA 

鄙への想い : 日本の原風景、そのなりたちと行く末 田中優子 2014 914.6/TA 

為末大 
スポーツコメンテーター 

タレント 
株式会社R.project取締役 

禅とハードル 南直哉, 為末大 2013 180/MI 

走りながら考える : 人生のハードルを越える64の方法  為末大 2012 782/TA 

負けを生かす技術 為末大 2013 782/TA 
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樽見博 
編集者 

古本通 : 市場・探索・蔵書の魅力 樽見博 2006 ///S 

三度のメシより古本! 樽見博 2007 ///S 

古本愛 樽見博 2008 024/TA 

戦争俳句と俳人たち 樽見博 2014 911.3/TA 

永江朗 
著作家 

「不良」のための文章術 : 書いてお金を稼ぐには 永江朗 2004 ///S 

広辞苑の中の掘り出し日本語 永江朗 2015 ///S 

本を読むということ : 自分が変わる読書術 永江朗 2015 ///S 

日本の時代をつくった本 :  
幕末から現代までの社会と文学をビジュアルで読み解く 

永江朗監修  2017 020/NI//L 

てつがくこじんじゅぎょう : 「殺し文句」から入る哲学入門  鷲田清一, 永江朗 2008 104/WA 

東大vs京大入試文芸頂上決戦 永江朗 2017 375.8/NA 

話を聞く技術! 永江朗 2005 809/NA 

羽佐間正雄 
スポーツジャーナリスト 

実力とは何か 羽佐間正雄 1987 780/HA 

巨人軍Ｖ９を成し遂げた男 羽佐間正雄 2013 783.7/HA 

初野晴 
作家 

 

トワイライト博物館 (ミュージアム) 初野晴 2013 ///S 

向こう側の遊園 初野晴 2014 ///S 

カマラとアマラの丘 初野晴 2012 913.6/HA 

千年ジュリエット 初野晴 2012 913.6/HA 
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松本健一 
作家 

 

砂の文明石の文明泥の文明 松本健一 2012 ///S 

明治天皇という人 松本健一 2014 ///S 

地の記憶をあるく 出雲・近江篇 松本健一 2001 291/MA/1 

地の記憶をあるく 平戸・長崎篇 松本健一 2001 291/MA/2 

日本文化のゆくえ 松本健一 1996 304/MA 

海岸線は語る : 東日本大震災のあとで 松本健一 2012 369.3/MA 

司馬遼太郎が発見した日本 : 『街道をゆく』を読み解く 松本健一 2006 915.6/SH 

椋鳩十 
作家 

今日より始まる : 歳時記  椋鳩十 1983 918.7/MU/23 

読書随想と対談 : 本のすすめ  椋鳩十 1989 918.7/MU/27 

山国のふるさと随想 : 信州じまん  椋鳩十 1989 918.7/MU/28 

アメリカ紀行・詞華集 : 旅の思い出 椋鳩十 1989 918.7/MU/31 

山根一城 
山根折形礼法教室 宗主 

日本の折形  
: 伝統を受け継ぐ型約七十点を掲載した包み方の手引き 

山根一城 2009 385/YA 
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結城康博 
淑徳大学教授 

在宅介護 : 「自分で選ぶ」視点から 結城康博 2015 ///S 

入門社会保障制度 :  
社会保障制度と税の一体改革でこう変わる 

結城康博[ほか]編著 2014 364/YU 

孤独死を防ぐ : 支援の実際と政策の動向 中沢卓実, 結城康博編著  2012 367.7/NA 

介護の値段 : 老後を生き抜くコスト  結城康博 2009 367.7/YU 

福祉は「性」とどう向き合うか : 障害者・高齢者の恋愛・結婚 結城康博[ほか] 2018 369/YU 

介護破産 : 働きながら介護を続ける方法 結城康博[ほか] 2017 369.2/YU 

渡辺京二 
評論家 

近代の呪い 渡辺京二 2013 ///S 

幻影の明治 : 名もなき人びとの肖像 渡辺京二 2014 216/WA 

父母 (ちちはは) の記 : 私的昭和の面影 渡辺京二 2016 289.1/WA 

死民と日常 : 私の水俣病闘争 渡辺京二 2017 519.2/WA 

細部にやどる夢 : 私と西洋文学  渡辺京二 2011 904/WA 

日本詩歌思出草 渡辺京二 2017  911/WA  

法政学 

学生による55・58年館メモリアル写真集 2015 377.2/GA//L 

法政大学by Aera : 法政のチカラ 2011 377.2/HO//L 

法政大学1880-2000 : そのあゆみと展望 
法政大学大学史資料委員会, 法政大 

学図書館100周年記念事業委員会編 2000 377.2/HO//L 

法政大学と戦後五〇年 法政大学戦後五〇年史編纂委員会編集 2004 377.2/HO/1 

法政大学と戦後五〇年 別冊 法政大学戦後五〇年史編纂委員会編集 2004 377.2/HO/2 
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