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出身者 タイトル 著者/出版 請求記号

赤木かん子の図書館員ハンドブック : はじめて図書館で働く人のために 赤木かん子 010/AK

今こそ読みたい児童文学100 赤木かん子 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 140/AK

子どもの本とごちそうの話 赤木かん子 909/AK

かんこのミニミニ世界児童文学史 赤木かん子 909/AK

赤木かん子「book」術・子供の本がいちばん！ 赤木かん子 909/AK

こちら本の探偵です 赤木かん子 909/AK

黄金旅風 飯嶋和一 ///S

神無き月十番目の夜 飯嶋和一 ///S

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 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 914.6/IK

カントの哲学 : シニシズムを超えて 池田雄一 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 902/IK

野生動物カメラマン 岩合光昭 ///S

旅行けばネコ 岩合光昭 ///S

イタリアの猫 岩合光昭 ///S

ねこ 岩合光昭 640/IW

いぬ 岩合光昭 740/IW

赤木かん子
児童文学評論家

飯嶋和一
作家

生島ヒロシ
アナウンサー

池田雄一
文芸評論家

岩合光昭
カ メラ マン
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出身者 タイトル 著者/出版 請求記号

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 ///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 498/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 498/IW

国立景観訴訟 : 自治が裁かれる 五十嵐敬喜, 上原公子編著 318.2/IG

しなやかな闘い : 生命あふれるまちづくりの試み 上原公子 318.2/UE

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 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] 319.8/ON

とっておきの上海 温又柔とワクワク観光隊 292/ON

来福の家 温又柔 913.6/ON

金子達仁
スポーツラ イ ター

美女の一瞬 金子達仁著 ; 小林紀晴写真 ///S

変えてゆく勇気 : 「性同一性障害」の私から 上川あや ///S

性同一性障害と戸籍 : 性別変更と特例法を考える 上川あや 324.8/HA

鬼海弘雄
写真家・作家

眼と風の記憶 : 写真をめぐるエセー 鬼海弘雄 914.6/KI

フィルムカメラの教科書 キッチンミノル 740/KI

春風亭一之輔 春風亭一之輔著;キッチンミノル写真 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
779/SH

温又柔
作家

上川あや
世田谷区議会

議員

岩村暢子
アサツーディ・ケイ 200X

ファ ミリーデザイ ン室長

上原公子
元国立市長

キッチンミノル
写真家
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出身者 タイトル 著者/出版 請求記号

読書と豊かな人間性 黒古一夫 019/KU

戦争・辺境・文学・人間 : 大江健三郎から村上春樹まで : 黒古一夫書評集 黒古一夫 910.6/KU

村上春樹と同時代の文学 黒古一夫 910.7/MU

小田実「タダの人」の思想と文学 黒古一夫 910.7/OD

大城立裕文学アルバム 黒古一夫 910.7/OS

ワニ眼の朝ばしり 沢野ひとし ///S

休息の山 沢野ひとし ///S

 トコロテンの夏 沢野ひとし ///S

転校生 沢野ひとし ///S

放埒の人 沢野ひとし 913.6/SA

私広告 沢野ひとし,椎名誠 914.6/SA

塩田武史
カ メラ マン

僕が写した愛しい水俣 塩田武史 493/SH

實川欣伸
登山家

富士山に千回登りました 實川欣伸　（実川欣伸） 786/JI

非モテの品格 : 男にとって「弱さ」とは何か 杉田俊介 ///S

宮崎駿論 : 神々と子どもたちの物語 杉田俊介 ///S

フリーターにとって「自由」とは何か 杉田俊介 366.3/SU

無能力批評 : 労働と生存のエチカ 杉田俊介 366.3/SU

黒古一夫
文芸評論家

杉田俊介
批評家

沢野ひとし
イ ラ ストレーター

作家
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出身者 タイトル 著者/出版 請求記号

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 ///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 318.2/SU

園子温
映画監督・脚本家

非道に生きる 園子温 778/SO

高田昌幸
新聞記者

伝える技法 : プロが教える苦手克服文章術 高田昌幸 816/TA

孤児たちの城 : ジョセフィン・ベーカーと囚われた13人 高山文彦 289/BA

いのちの器 高山文彦 916/TA

「少年A」14歳の肖像 高山文彦 916/TA

「日本」をめぐって : 網野善彦対談集 網野善彦[ほか] 210/AM

江戸への新視点 高階秀爾, 田中優子編 215/TA

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 215/TA

近世アジア漂流 田中優子 215/TA

南方熊楠 : 奇想天外の巨人 荒俣宏 [ほか] 289.1/MI

日本人の足を速くする 為末大 ///S

禅とハードル 南直哉, 為末大 180/MI

走る哲学 為末大 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 782/TA

負けを生かす技術 為末大 782/TA

田中優子
法政大学総長

鈴木直道
北海道夕張市長

高山文彦
作家

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
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 古本通 : 市場・探索・蔵書の魅力 樽見博 ///S

三度のメシより古本！ 樽見博 ///S

古本愛 樽見博 024/TA

消える本、残る本 永江朗 020/NA

筑摩書房それからの四十年 : 1970-2010 永江朗 023/NA

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 104/WA

おじさんの哲学 永江朗 281/NA

セゾン文化は何を夢みた 永江朗 335.5/NA

アダルト系 永江朗 916/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 780/HA

カマラとアマラの丘 初野晴 913.6/HA

千年ジュリエット 初野晴 913.6/HA

古川光明
ＪＩＣＡ南スーダン事務所長

国際援助システムとアフリカ : ポスト冷戦期「貧困削減レジーム」を考える 古川光明 333.8/FU

海岸線の歴史 松本健一 210/MA

原敬の大正 松本健一 289.1/HA

中里介山 中里介山著;松本健一編 910.6/SA/45

中里介山 : 辺境を旅するひと 松本健一 910.7/NA

司馬遼太郎 : 歴史は文学の華なり、と。 松本健一 910.7/SH

松本健一
作家

初野晴
作家

樽見博
編集者

永江朗
著作家
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母と子の20分間読書 椋鳩十 379/NI/54

椋鳩十未刊行作品集　上 椋鳩十 913.6/MU/1

椋鳩十未刊行作品集　下 椋鳩十 913.6/MU/2

心に炎を : 読書論 椋鳩十 918.7/MU/25

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 385/YA

介護 : 現場からの検証 結城康博 ///S

高齢者は暮らしていけない : 現場からの報告 結城康博, 嘉山隆司編著 367.7/YU

江戸という幻景 渡辺京二 215/WA

黒船前夜 : ロシア・アイヌ・日本の三国志 渡辺京二 215/WA

ドストエフスキイの政治思想 渡辺京二 311/DO

細部にやどる夢 : 私と西洋文学 渡辺京二 904/WA

女子学生、渡辺京二に会いに行く 渡辺京二,津田塾大学三砂ちづるゼミ著 914.6/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 377.2/GA//L

法政大学by Aera : 法政のチカラ 朝日新聞出版 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 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 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 377.2/HO/2

渡辺京二
評論家

結城康博
淑徳大学教授

椋鳩十
作家

法政学


