
No. 出身者 資料名 著者 出版年 請求記号

1 飯嶋 和一　＜作家＞ 雷電本紀 飯島 和一 2005 913.6/I27:S

2 井上 和彦　＜軍事ジャーナリスト＞ 撃墜王は生きている! 井上 和彦 2015 391.2/I57

3 岩合 光昭　＜動物写真家＞ 魔法のどうぶつえん 岩合 光昭 2008 480/I92

4 もしも学校に行けたら : アフガニスタンの少女・マリアムの物語 2009 302.2/G72

5 ルワンダの祈り : 内戦を生きのびた家族の物語 2008 316.8/G72

6 エイズの村に生まれて : 命をつなぐ16歳の母・ナターシャ 2007 493/G72

7 ダイヤモンドより平和がほしい : 子ども兵士・ムリアの告白 2005 367.6/G72

9 新保 史生　＜慶應義塾大学教授＞ ロボット法 新保 史生 2018 007.3/P15

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

　= I was an English dropout, but this is how I became fluent without much effort!

理由とか目的とか何だっていいじゃん!チャレンジしなくちゃ後悔もできない!

 : ニューヨーク流自分を解き放つ生き方 : say "This is my life!" 

12 Rock and roll love 2014 726.1/Mi51

14 日本問答 2017 081/I95/1684:S

15 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 2015 210.5/Ta84

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　＜法政大学総長＞

吉田 修一　＜作家＞

後藤 健二　＜ジャーナリスト＞

為末 大　＜スポーツコメンテーター＞

　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

自由という広場 : 法政大学に集った人々 377.28/Ta842016

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

障がい者の就活ガイド

戦争は秘密から始まる : 秘密保護法でこんな記事は読めなくなる
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後藤 健二

高嶋 美沙子
（ミサコ・ロックス）

紺野 大輝

326.8/N71

後藤 健二　＜ジャーナリスト＞

紺野 大輝
＜情報提供サービス会社　事務職＞

高嶋 美沙子　ミサコ・ロックス
＜コミック・アーティスト（漫画家）＞

高田 昌幸　＜ジャーナリスト
東京都市大学メディア情報学部教授＞

日本新聞労働組合連合編
高田昌幸[ほか]執筆

田中 優子　＜法政大学総長＞

16 2014 309/Ta84
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18 セルフビルド : 自分で家を建てるということ 2008 520.8/I83

19 キリコの街 : 中里和人写真集 2002 748/N46

20 小屋 : 働く建築 1999 523.1/Ko96

21 トワイライト博物館（ミュージアム） 2013 913.6/H42:S

22 漆黒の王子 2009 913.6/H42:S

23 水の時計 2005 913.6/H42:S

24 平野 貞夫　＜元参院議員＞ 田中角栄を葬ったのは誰だ 平野 貞夫 2016 312.1/H66

25 怒り　上 2016 913.6/Y86/1:S

26 怒り　下 2016 913.6/Y86/2:S

27 横道世之介 2012 913.6/Y86:S

28 渡辺 京二　＜日本近代史家＞ バテレンの世紀 渡辺 京二 2017 210.4/W46

31 星夜航行 〈上巻〉 913.6/I27/1

32 星夜航行 〈下巻〉 913.6/I27/2

33 狗賓童子の島 2015 913.6/I27

34 出星前夜 2013 913.6/I27:S

36 乗代 雄介　＜作家＞ 十七八より 乗代 雄介 2015 913.6/N96

37 続横道世之介 2019 913.6/Y86/2

38 橋を渡る 2019 913.6/Y86:S

39 小説「怒り」と映画「怒り」 - 吉田修一の世界 吉田 修一【ほか著】 2016 910.2/Y86:S

40 岩﨑 拓哉　＜夜景写真家＞ クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意 : 著作物を勝手に使われたら… 岩崎 拓哉、齋藤 理央 2019 021.2/I96

281/Y16

吉田 修一　＜作家＞
吉田 修一

法政大学小金井図書館

飯嶋 和一　＜作家＞ 飯嶋 和一

2018

35
高田 昌幸　＜ジャーナリスト

東京都市大学メディア情報学部教授＞
「わたし」と平成―激動の時代の片隅で

Ｙａｈｏｏ！ニュース特集
編集部/高田 昌幸【編】

2019

2013 291/R87/2013:T

30 法政大学by Aera : 法政のチカラ
法政大学　(AERA MOOK
朝日新聞出版)

2011 377.2/H91

吉田 修一　＜作家＞ 吉田 修一

29

法政大学関連書籍

法政大学（るるぶ特別編集大学版）
JTBパブリッシング企画・
編集・制作

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

中里 和人　＜写真家＞ 中里 和人

初野 晴　＜作家＞ 初野 晴


