
出身者 資料名 著者 出版年 請求記号

 今こそ読みたい児童文学100 赤木かん子著 2014 019/AK

 こころの傷を読み解くための800冊の本 : 総解説 赤木かん子編著 2001 140/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:L

 先生のための百科事典ノート : この一冊で授業が変わる! 赤木かん子著 2012 375.1/AK

狗賓童子の島 飯嶋和一著 2015 913.6/II

出星前夜 飯嶋和一著 2008 913.6/II

星夜航行　上巻 飯嶋和一著 2018 913.6/II/1

星夜航行　下巻 飯嶋和一著 2018 913.6/II/2

カントの哲学 : シニシズムを超えて 池田雄一著 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 池田雄一著 2011 902/IK

井原 慶子 (いはら けいこ)

レーシングドライバー
崖っぷちの覚悟 : 年齢制限!?関係なし! 井原慶子著 2010 788/IH

 若いぼくらにできること : 体験的青春論 今井雅之著 1997
:S

岩波ジュニア新書 287

 “カミカゼ"公演記in NY : The winds of god 今井雅之著 1999 775/IM

 パンダの赤ちゃん 岩合光昭著 2013
:S

新潮文庫 い-38-13

 イタリアの猫 岩合光昭著 2016
:S

新潮文庫 い-38-15

 野生動物カメラマン 岩合光昭著 2015
:S　集英社新書

ヴィジュアル版 040V

 ねこの京都 岩合光昭著 2017 640/IW

 カラー新版ネコを撮る 岩合光昭著 2018 740/IW

 岩合光昭の世界ネコさがし 岩合光昭著 2018 740/IW

 ふるさとのねこ 岩合光昭著 2017 740/IW
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岩合 光昭（いわごう みつあき）

動物写真家
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赤木 かん子（あかぎ かんこ）

児童文学評論家

飯嶋 和一（いいじま かずいち）

作家

池田 雄一（いけだ ゆういち）

文芸評論家

今井 雅之（いまい まさゆき）

俳優
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 夕景・夜景撮影の教科書 : 感動の絶景写真を撮ろう! 岩崎拓哉著 2017 740/IW

 ゼロから学ぶ工場夜景写真術 : 撮影テクニックと全国厳選スポット72 岩崎拓哉著 2016 740/IW

岩部　金吾（いわべ　きんご）
文化シヤッター株式会社 取締役相談役

 明元素人生 : 明るく元気で素直に生きてこそ人生はより楽しい 岩部金吾著 2015 289.1/IW

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

新潮文庫い-98-2

 日本人には二種類いる : 1960年の断層 岩村暢子著 2013
:S

新潮新書 540

遠藤 寛子（えんどう ひろこ）

児童文学作家
 戦争小説短篇名作選 講談社文芸文庫編 2015

:S

講談社文芸文庫こJ38

沖縄県知事翁長雄志の「言葉」 沖縄タイムス社編 2018 318.2/OK

 戦う民意 翁長雄志著 2015 318.2/ON

魂の政治家沖縄県知事翁長雄志発言録 琉球新報社編著 2018 318.2/RY

真ん中の子どもたち 温又柔著 2017 913.6/ON

話しベタですが… 浅田次郎［ほか］著 2018 914.6/AS

台湾生まれ日本語育ち 温又柔著 2016 914.6/ON

 美女の一瞬 金子達仁著 ; 小林紀晴写真 2014
:S　集英社新書

ヴィジュアル版035V

 プライド 金子達仁著 2017 788/KA

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

新赤版 1064

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 [ほか] 著 2013 324.8/HA

 誰をも少し好きになる日 : 眼めくり忘備録 鬼海弘雄著 2015 740/KI

 靴底の減りかた 鬼海弘雄著 2016 914.6/KI

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

北尾 トロ（きたお とろ）

フリーライター
町中華とはなんだ:昭和の味を食べに行こう 北尾トロ, 下関マグロ, 竜超 著 2018

:S

角川文庫 き40-3
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鬼海 弘雄（きかい ひろお）

写真家
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金子 達仁（かねこ たつひと）

スポーツライター

岩崎 拓哉（いわさき たくや）

夜景写真家

岩村 暢子 (いわむら のぶこ)

日本能率協会総合研究所

客員研究員

翁長 雄志（おなが たけし）

元沖縄県知事

上川 あや　(かみかわ あや)

世田谷区議会議員

温 又柔（おん ゆうじゅう）

作家
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板観さん : 昭和のまち青梅と映画看板師 キッチンミノル写真 ; けやき出版編 2017   740/KI

フィルムカメラの教科書 キッチンミノル著 2014 740/KI

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

久住　昌之（くずみ まさゆき）

漫画家、エッセイスト、装丁家
線路つまみ食い散歩 久住昌之著 2018 291/KU

近藤 欽司（こんどう きんじ）

元卓球女子日本代表監督
魅せられて、卓球 : 夢に向かいて半世紀 近藤欽司著 2018 783/KO

塩田 武史（しおだ たけし）

写真家
 僕が写した愛しい水俣 塩田武史著 2008 493/SH

実川 欣伸（じつかわ よしのぶ）

登山家
 富士山に千回登りました 實川欣伸著 2011 786/JI

庄野 真代（しょうの まよ）

シンガーソングライター
庄野真代、支えあう社会を奏でたい : 国境なき楽団からはじまった挑戦 庄野真代著 2010 767/SH

 非モテの品格 : 男にとって「弱さ」とは何か 杉田俊介著 2016
:S

集英社新書 0855B

 ジョジョ論 杉田俊介著 2017 726/SU

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

 戦争と虚構 杉田俊介著 2017 778/SU

 東日本大震災後文学論
限界研編 ; 飯田一史 [ほか]編著 ;

海老原豊 [ほか]著
2017 910.6/GE

鈴木 淳史（すずき あつふみ）

文筆家
クラシックは斜めに聴け！ 鈴木淳史著 2017 760/SU

鈴木 直道 (すずき なおみち)

北海道知事
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 鈴木直道著 2014 318.2/SU

 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

 @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
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キッチン ミノル

写真家

杉田 俊介 (すぎた しゅんすけ)

批評家

高田 昌幸（たかだ まさゆき）

ジャーナリスト

東京都市大学

メディア情報学部教授
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高千穂 遙 (たかちほ はるか)

SF作家　脚本家　漫画原作者
 ペダリング・ハイ 高千穂遥著 2017 913.6/TA

 美しき身辺整理 : "先片付け"のススメ 竹田真砂子著 2014
:S

新潮文庫 た-110-1

 歌舞伎ます 竹田真砂子著 1998 774/TA

日本問答 田中優子, 松岡正剛著 2017
:S　岩波新書

新赤版 1684

池波正太郎「自前」の思想 佐高信, 田中優子著 2012
:S

集英社新書 0642F

江戸はネットワーク 田中優子著 2008
:S　平凡社ライブラリー

633  た-19-1

日本人は日本をどうみてきたか : 江戸から見る自意識の変遷 田中優子編 2015 215/TA

そろそろ「社会運動」の話をしよう : 自分ゴトとして考え、行動する。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
2019 309/TA

毒死列島身悶えしつつ : 追悼石牟礼道子 石牟礼道子 [ほか] 著 2018 910.7/IS

降りる思想 : 江戸・ブータンに学ぶ 田中優子, 辻信一著 2012 914.6/TA

心のブレーキを外す。 為末大著 2019
:S

知的生きかた文庫 た75-1

仕事人生のリセットボタン : 転機のレッスン 為末大, 中原淳著 2017
:S

ちくま新書 1270

負けを生かす技術 為末大著 2013   782/TA

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

 古本通 : 市場・探索・蔵書の魅力 樽見博著 2006
:S

平凡社新書 318

 三度のメシより古本! 樽見博著 2007
:S

平凡社新書 375

 古本愛 樽見博著 2008 024/TA

 戦争俳句と俳人たち 樽見博著 2014 911.3/TA
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竹田 真砂子（たけだ まさこ）

小説家

田中 優子（たなか ゆうこ）

法政大学総長

為末 大 (ためすえ だい)

株式会社R.project取締役

株式会社侍　代表取締役

スポーツコメンテーター

タレント

樽見 博（たるみ ひろし）

編集者

日本古書通信編集主任
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本を読むということ : 自分が変わる読書術 永江朗著 2015
:S

河出文庫 な36-1

聞き上手は一日にしてならず 永江朗著 2008
:S

新潮文庫 な-62-1

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

おじさんの哲学 永江朗著 2014 281/NA

東大vs京大入試文芸頂上決戦 永江朗著 2017 375.8/NA

そうだ、京都に住もう。 永江朗著 2011 527/NA

中江　有里

女優、脚本家、作家
残りものには、過去がある 中江有里著 2019 913.6/NA

中里　和人

写真家
セルフビルドの世界：家やまちは自分で作る

石山修武文

中里和人写真
2017

:S

ちくま文庫　い-33-2

なかだ えり

イラストレーター
 駅弁女子 : 日本全国旅して食べて なかだえり著 2013 590/NA

乗代 雄介（のりしろ ゆうすけ）

作家
本物の読書家 乗代雄介著 2017 913.6/NO

 実力とは何か 羽佐間正雄著 1987 780/HA

巨人軍V9を成し遂げた男 羽佐間正雄著 2013 783.7/HA

 トワイライト博物館 (ミュージアム) 初野晴著 2013
:S

講談社文庫 は-89-2

 向こう側の遊園 初野晴著 2014
:S

講談社文庫 は-89-3

 カマラとアマラの丘 初野晴著 2012 913.6/HA

 千年ジュリエット 初野晴著 2012 913.6/HA

 戦国日本と大航海時代 : 秀吉・家康・政宗の外交戦略 平川新著 2018
:S

中公新書 2481

 震災と人間・まち・記録
平川新, 今村文彦,

東北大学災害科学国際研究所編著
2013 453/HI/2

 昭和天皇の「極秘指令」 平野貞夫著 2004 312.1/HI

 議会政治の誕生と国会 : 崩壊・再生への道 平野貞夫著 2012 314/HI

星野 知子 (ほしの ともこ)

女優　エッセイスト
 パリと七つの美術館 : カラー版 星野知子著 2002

:S

集英社新書 0169
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平野 貞夫（ひらの さだお）

元参院議員
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永江 朗 (ながえ あきら)

著作家

羽佐間 正雄（はざま まさお）

スポーツアナウンサー

(元NHKアナウンサー)

初野 晴（はつの せい）

作家

平川 新（ひらかわ あらた）

歴史学者

宮城学院女子大学学長

              



出身者 資料名 著者 出版年 請求記号

 明治天皇という人 松本健一著 2014
:S

新潮文庫 ま-35-3

 日本のナショナリズム 松本健一著 2010
:S

ちくま新書 846

 官邸危機 : 内閣官房参与として見た民主党政権 松本健一著 2014
:S

ちくま新書 1055

 辻井喬=堤清二 : 文化を創造する文学者 = Tsujii=Tsutsumi 菅野昭正編 ; 粟津則雄 [ほか] 著 2016 910.7/TS

 もうガイジンにしました。 ミサコ・ロックス著 2013 150/MI

落ちこぼれだった私がペラペラになれたすごい英語勉強法 ミサコ・ロックス著 2017 830.7/MI

 母と子の20分間読書 椋鳩十著 2001 379/NI/54

 椋鳩十未刊行作品集　上 椋鳩十著 2004 913.6/MU/1

 椋鳩十未刊行作品集　下 椋鳩十著 2004 913.6/MU/2

山根 一城（やまね かずき）

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 山根一城著 2009 385/YA

 よくわかる働き方改革 : 人事労務はこう変わる 日野勝吾, 結城康博編著 2018 366.1/HI

 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, 米村美奈,

武子愛, 後藤宰人著
2018 369/YU

横道世之介 吉田修一著 2012
:S

文春文庫 よ-19-5

 愛に乱暴　上 吉田修一著 2018
:S

新潮文庫 よ-27-6

 愛に乱暴　下 吉田修一著 2018
:S

新潮文庫 よ-27-7

 ウォーターゲーム 吉田修一著 2018 913.6/YO

続横道世之介 吉田修一著 2019 913.6/YO/2

吉橋　通夫（よしはし　みちお）

児童文学作家
はっけよい！雷電 吉橋通夫著 2017 913.6/YO

 幻影の明治 : 名もなき人びとの肖像 渡辺京二著 2018
:S　平凡社ライブラリー

870 わ-2-2

 父母 (ちちはは) の記 : 私的昭和の面影 渡辺京二著 2016 289.1/WA

 日本詩歌思出草 渡辺京二著 2017 911/WA

学生による55・58年館メモリアル写真集 学習ステーションプロジェクト 2015 377.2/GA:L

法政大学by Aera : 法政のチカラ 朝日新聞出版 2011 377.2/HO:L

２０１９年度『法政大学出身者著作展示-法政ＤＮＡ-』（３館合同企画）展示リスト

結城 康博（ゆうき やすひろ）

社会福祉学者

淑徳大学教授
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松本 健一（まつもと けんいち）

評論家,　思想家

ミサコ・ロックス

漫画家

椋 鳩十（むく はとじゅう）

児童文学作家

吉田 修一（よしだ しゅういち）

作家

渡辺 京二（わたなべ きょうじ）

日本近代史家

－

              


