
法政大学市ケ谷図書館 2016年度 第４回 開架フロア展示 ブックリスト

タイトルタイトルタイトルタイトル 著者・編者著者・編者著者・編者著者・編者 出版社出版社出版社出版社 出版年出版年出版年出版年 請求記号請求記号請求記号請求記号

武士道武士道武士道武士道

新渡戸稲造著

矢内原忠雄訳

岩波書店 2007

///S

（岩波文庫 青 118-1）

ソクラテスの弁明ソクラテスの弁明ソクラテスの弁明ソクラテスの弁明 ; ; ; ; クリトンクリトンクリトンクリトン

プラトン著

久保勉訳

岩波書店 1964

///S

（岩波文庫 青 601-1）

ラニーニャラニーニャラニーニャラニーニャ 伊藤比呂美 岩波書店 2016

///S

（岩波現代文庫 文芸278）

エリザベートエリザベートエリザベートエリザベート : : : : 愛と死の輪舞愛と死の輪舞愛と死の輪舞愛と死の輪舞

ミヒャエル・クンツェ原作

小池修一郎著

角川書店 1998

///S

（角川文庫 こ-15-1）

シーシュポスの神話シーシュポスの神話シーシュポスの神話シーシュポスの神話

カミュ著

清水徹訳

新潮社 2006

///S

（新潮文庫 カ‐2‐2）

小公女小公女小公女小公女

バーネット著

伊藤整訳

新潮社 2004

///S

（新潮文庫 ハ-10-1）

レジェンドレジェンドレジェンドレジェンド : : : : 伝説の闘士ジューン伝説の闘士ジューン伝説の闘士ジューン伝説の闘士ジューン&&&&デイデイデイデイ

マリー・ルー著

三辺律子訳

新潮社 2012

///S

（新潮文庫 ル-4-1）

三匹のおっさんふたたび三匹のおっさんふたたび三匹のおっさんふたたび三匹のおっさんふたたび 有川浩 新潮社 2015

///S

（新潮文庫 あ-62-52）

男の作法男の作法男の作法男の作法 池波正太郎 新潮社 2007

///S

（新潮文庫 い-16-22）

武王の門武王の門武王の門武王の門 （上巻（上巻（上巻（上巻・・・・下巻）下巻）下巻）下巻） 北方謙三 新潮社 1993

///S

（新潮文庫 き-10-4,5）

すべての道はローマに通すべての道はローマに通すべての道はローマに通すべての道はローマに通ずずずず （上（上（上（上・・・・下）下）下）下） 塩野七生 新潮社 2006

///S

（新潮文庫 し-12-77,78）

きみの友だちきみの友だちきみの友だちきみの友だち 重松清 新潮社 2008

///S

（新潮文庫 し‐43-12）

図書館スタッフの図書館スタッフの図書館スタッフの図書館スタッフの

おすすめ図書紹介おすすめ図書紹介おすすめ図書紹介おすすめ図書紹介



法政大学市ケ谷図書館 2016年度 第４回 開架フロア展示 ブックリスト

タイトルタイトルタイトルタイトル 著者・編者著者・編者著者・編者著者・編者 出版社出版社出版社出版社 出版年出版年出版年出版年 請求記号請求記号請求記号請求記号

あなたがあなたがあなたがあなたが知らない知らない知らない知らない ディズニーランドディズニーランドディズニーランドディズニーランドの新常識の新常識の新常識の新常識44 44 44 44 堀井憲一郎 新潮社 2016

///S

（新潮文庫 ほ-20-5）

太陽の塔太陽の塔太陽の塔太陽の塔 森見登美彦 新潮社 2006

///S

（新潮文庫 も-29-1）

生きて帰ってきた生きて帰ってきた生きて帰ってきた生きて帰ってきた男男男男 : : : : ある日本兵の戦争と戦後ある日本兵の戦争と戦後ある日本兵の戦争と戦後ある日本兵の戦争と戦後 小熊英二 岩波書店 2015

///S

（岩波新書 新赤版1549）

鈴木さんにも分かるネットの未来鈴木さんにも分かるネットの未来鈴木さんにも分かるネットの未来鈴木さんにも分かるネットの未来 川上量生 岩波書店 2015

///S

（岩波新書 新赤版1551）

銅像歴史散歩銅像歴史散歩銅像歴史散歩銅像歴史散歩 墨威宏 筑摩書房 2016

///S

（ちくま新書 1178）

美の美の美の美の構成学構成学構成学構成学 : : : : バウハウスからフラクタルまでバウハウスからフラクタルまでバウハウスからフラクタルまでバウハウスからフラクタルまで 三井秀樹 中央公論社 1996

///S

（中公新書 1296）

日本幻想小説日本幻想小説日本幻想小説日本幻想小説傑作集傑作集傑作集傑作集 （（（（1111）））） 阿刀田高編 白水社 1985

///S

（白水Uブックス 75）

落語に学ぶ大人の極意落語に学ぶ大人の極意落語に学ぶ大人の極意落語に学ぶ大人の極意 稲田和浩 平凡社 2016

///S

（平凡社新書 826）

ソーシャルメディア絶対安全ソーシャルメディア絶対安全ソーシャルメディア絶対安全ソーシャルメディア絶対安全マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル

: : : : トラブルトラブルトラブルトラブルにまきこまれないにまきこまれないにまきこまれないにまきこまれないFacebook Twitter LINEFacebook Twitter LINEFacebook Twitter LINEFacebook Twitter LINEのののの使い方使い方使い方使い方

: : : : 元元元元2222ちゃんちゃんちゃんちゃんねる管理人ひろゆきが教えるねる管理人ひろゆきが教えるねる管理人ひろゆきが教えるねる管理人ひろゆきが教える

西村博之 インプレスジャパン 2013 007.3/NI

おかしな本棚おかしな本棚おかしな本棚おかしな本棚 クラフト・エヴィング商會 朝日新聞出版 2011 019/KU

哲学してみる哲学してみる哲学してみる哲学してみる

オスカー・ブルニフィエ文

ジャック・デプレ イラスト

藤田尊潮, 村山保史訳

世界文化社 2012 100/BR

図書館スタッフの図書館スタッフの図書館スタッフの図書館スタッフの

おすすめ図書紹介おすすめ図書紹介おすすめ図書紹介おすすめ図書紹介



法政大学市ケ谷図書館 2016年度 第４回 開架フロア展示 ブックリスト

タイトルタイトルタイトルタイトル 著者・編者著者・編者著者・編者著者・編者 出版社出版社出版社出版社 出版年出版年出版年出版年 請求記号請求記号請求記号請求記号

差分差分差分差分 = = = = difference 佐藤雅彦, 菅俊一, 

石川将也

美術出版社 2008 141/SA

やさしい発達やさしい発達やさしい発達やさしい発達心理学心理学心理学心理学

: : : : 乳児から青年までの発達プロセス乳児から青年までの発達プロセス乳児から青年までの発達プロセス乳児から青年までの発達プロセス

都筑学編 ナカニシヤ出版 2008 143/TS

新しい道徳新しい道徳新しい道徳新しい道徳

: : : : 「いいことをすると気持ちがいい」のはなぜか「いいことをすると気持ちがいい」のはなぜか「いいことをすると気持ちがいい」のはなぜか「いいことをすると気持ちがいい」のはなぜか

北野武 幻冬舎 2015 150/KI

江戸への新視点江戸への新視点江戸への新視点江戸への新視点 高階秀爾, 田中優子編 新書館 2006 215/TA

サボタージュ・サボタージュ・サボタージュ・サボタージュ・マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル

: : : : 諜報活動が照らす組織経営の本質諜報活動が照らす組織経営の本質諜報活動が照らす組織経営の本質諜報活動が照らす組織経営の本質

米国戦略諜報局編

越智啓太監訳・解説

国重浩一訳

北大路書房 2015 336.3/BE

ワーキングプア死亡宣告ワーキングプア死亡宣告ワーキングプア死亡宣告ワーキングプア死亡宣告

巨椋修, 犬山秋彦, 

山口敏太郎

晋遊舎 2008 361.8/OG

データはウソをデータはウソをデータはウソをデータはウソをつくつくつくつく : : : : 科学的な社会調査の方法科学的な社会調査の方法科学的な社会調査の方法科学的な社会調査の方法 谷岡一郎 筑摩書房 2007 361.9/TA

ぼくの生物学講義ぼくの生物学講義ぼくの生物学講義ぼくの生物学講義 : : : : 人間人間人間人間を知る手がかりを知る手がかりを知る手がかりを知る手がかり 日高敏隆 昭和堂 2010 460/HI

深海生物テヅルモヅルの謎を追え深海生物テヅルモヅルの謎を追え深海生物テヅルモヅルの謎を追え深海生物テヅルモヅルの謎を追え!!!!

: : : : 系統分類から進化を探る系統分類から進化を探る系統分類から進化を探る系統分類から進化を探る

岡西政典 東海大学出版部 2016 483/OK

自分を支える心の自分を支える心の自分を支える心の自分を支える心の技法技法技法技法

: : : : 対人関係を変える対人関係を変える対人関係を変える対人関係を変える9999つのつのつのつのレッスンレッスンレッスンレッスン

名越康文 医学書院 2012 498/NA

スターバックスはなぜ値下げもテレビスターバックスはなぜ値下げもテレビスターバックスはなぜ値下げもテレビスターバックスはなぜ値下げもテレビCMCMCMCMもしないもしないもしないもしないのにのにのにのに

強い強い強い強いブランドでいられるのかブランドでいられるのかブランドでいられるのかブランドでいられるのか????

ジョン・ムーア著

花塚恵訳

ディスカヴァー・

トゥエンティワン

2014 673/MO

「失われた名画」の展覧会「失われた名画」の展覧会「失われた名画」の展覧会「失われた名画」の展覧会 池上英洋 大和書房 2016 702.3/IK

図書館スタッフの図書館スタッフの図書館スタッフの図書館スタッフの

おすすめ図書紹介おすすめ図書紹介おすすめ図書紹介おすすめ図書紹介



法政大学市ケ谷図書館 2016年度 第４回 開架フロア展示 ブックリスト

タイトルタイトルタイトルタイトル 著者・編者著者・編者著者・編者著者・編者 出版社出版社出版社出版社 出版年出版年出版年出版年 請求記号請求記号請求記号請求記号

巨大化する現代アートビジネス巨大化する現代アートビジネス巨大化する現代アートビジネス巨大化する現代アートビジネス

ダニエル・グラネ, 

カトリーヌ・ラムール著

鳥取絹子訳

紀伊國屋書店 2015 706/GR

アシュラブックアシュラブックアシュラブックアシュラブック

: : : : 興福寺阿修羅像から東大寺不空羂索観音像興福寺阿修羅像から東大寺不空羂索観音像興福寺阿修羅像から東大寺不空羂索観音像興福寺阿修羅像から東大寺不空羂索観音像へへへへ

: : : : 決定版決定版決定版決定版!!!!奈良の美仏史奈良の美仏史奈良の美仏史奈良の美仏史

北進一 美術出版社 2012 710/KI

目からウロコの絵画の目からウロコの絵画の目からウロコの絵画の目からウロコの絵画の見かた見かた見かた見かた

: : : : カラヴァッジョからフェルメールまでカラヴァッジョからフェルメールまでカラヴァッジョからフェルメールまでカラヴァッジョからフェルメールまで

大橋巨泉 ダイヤモンド社 2008 723/OH

わたしの好きなクリスマスの絵わたしの好きなクリスマスの絵わたしの好きなクリスマスの絵わたしの好きなクリスマスの絵

フェデリコ・ゼーリ著

柱本元彦訳

平凡社 2013 723/ZE

私の人生の私の人生の私の人生の私の人生の年代記年代記年代記年代記 : : : : ストラヴィンスキー自伝ストラヴィンスキー自伝ストラヴィンスキー自伝ストラヴィンスキー自伝

イーゴリ・ストラヴィンスキー著

笠羽映子訳

未來社 2013 762/ST

金田一秀穂の日本語用例採集帳金田一秀穂の日本語用例採集帳金田一秀穂の日本語用例採集帳金田一秀穂の日本語用例採集帳 金田一秀穂 学研教育出版 2013 810/KI

クラバートクラバートクラバートクラバート

オトフリート=プロイスラー作

ヘルベルト=ホルツィング絵

中村浩三訳

偕成社 1986 909.3/PR

笑う漱石笑う漱石笑う漱石笑う漱石

夏目漱石俳句

南伸坊編・絵

七つ森書館 2015 911.3/NA

まろ、まろ、まろ、まろ、んんんん? : ? : ? : ? : 大掴源氏物語大掴源氏物語大掴源氏物語大掴源氏物語 小泉吉宏 幻冬舎 2002 913.36/KO

もう一度読みたい教科書の泣ける名作もう一度読みたい教科書の泣ける名作もう一度読みたい教科書の泣ける名作もう一度読みたい教科書の泣ける名作 学研教育出版編 学研教育出版 2013 913.6/GA

豆腐豆腐豆腐豆腐小僧小僧小僧小僧 双六双六双六双六道中道中道中道中おやすみおやすみおやすみおやすみ : : : : 本朝妖怪盛衰録本朝妖怪盛衰録本朝妖怪盛衰録本朝妖怪盛衰録 京極夏彦 角川書店 2011 913.6/KY

ギケイキギケイキギケイキギケイキ : : : : 千年の流転千年の流転千年の流転千年の流転 町田康 河出書房新社 2016 913.6/MA

図書館スタッフの図書館スタッフの図書館スタッフの図書館スタッフの

おすすめ図書紹介おすすめ図書紹介おすすめ図書紹介おすすめ図書紹介



法政大学市ケ谷図書館 2016年度 第４回 開架フロア展示 ブックリスト

タイトルタイトルタイトルタイトル 著者・編者著者・編者著者・編者著者・編者 出版社出版社出版社出版社 出版年出版年出版年出版年 請求記号請求記号請求記号請求記号

神去神去神去神去なあなあなあなあなあなあなあなあ日常日常日常日常 三浦しをん 徳間書店 2009 913.6/MI

猫を抱いて象と泳ぐ猫を抱いて象と泳ぐ猫を抱いて象と泳ぐ猫を抱いて象と泳ぐ 小川洋子 文藝春秋 2009 913.6/OG

ジョーカー・ゲームジョーカー・ゲームジョーカー・ゲームジョーカー・ゲーム 柳広司 角川書店 2008 913.6/YA

にょにょっにょにょっにょにょっにょにょっ記記記記 穂村弘 文藝春秋 2009 914.6/HO

東京の小さな喫茶店・再訪東京の小さな喫茶店・再訪東京の小さな喫茶店・再訪東京の小さな喫茶店・再訪 常盤新平 リブロアルテ 2008 914.6/TO

目であるく、かたちをきく、さわってみる。目であるく、かたちをきく、さわってみる。目であるく、かたちをきく、さわってみる。目であるく、かたちをきく、さわってみる。

マーシャ・ブラウン文と写真

谷川俊太郎訳

港の人 2011 931/BR

袋鼠袋鼠袋鼠袋鼠 （ポサム）（ポサム）（ポサム）（ポサム） 親爺の手練猫名簿親爺の手練猫名簿親爺の手練猫名簿親爺の手練猫名簿

T.S.エリオット著

アクセル・シェフラー画

柳瀬尚紀訳

評論社 2009 931/EL

大聖堂大聖堂大聖堂大聖堂

レイモンド・カーヴァー著

村上春樹訳

中央公論新社 2007 933/CA

さよなら、愛しい人さよなら、愛しい人さよなら、愛しい人さよなら、愛しい人

レイモンド・チャンドラー著

村上春樹訳

早川書房 2009 933/CH

ザ・ホテルザ・ホテルザ・ホテルザ・ホテル : : : : 扉の向こうに隠された世界扉の向こうに隠された世界扉の向こうに隠された世界扉の向こうに隠された世界

ジェフリー・ロビンソン著

春日倫子訳

三田出版会 1998 936/RO         

こわい絵本こわい絵本こわい絵本こわい絵本 : : : : おとなと子どものファンタジーおとなと子どものファンタジーおとなと子どものファンタジーおとなと子どものファンタジー ― 平凡社 2015 019/KO//L

魅せる日本語魅せる日本語魅せる日本語魅せる日本語タイトルタイトルタイトルタイトル

: : : : 漢字・ひらがな・カタカナのデザインアイデア漢字・ひらがな・カタカナのデザインアイデア漢字・ひらがな・カタカナのデザインアイデア漢字・ひらがな・カタカナのデザインアイデア

甲谷一, フレア, 

グラフィック社編集部編

グラフィック社 2014

727/KA

（学生選書）

このあとどうしちゃおうこのあとどうしちゃおうこのあとどうしちゃおうこのあとどうしちゃおう ヨシタケシンスケ ブロンズ新社 2016

909.3/YO

（学生選書）

図書館スタッフの図書館スタッフの図書館スタッフの図書館スタッフの

おすすめ図書紹介おすすめ図書紹介おすすめ図書紹介おすすめ図書紹介


