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タイトル 著者・編者 出版社 出版
年

請求記号

ヒョウタン文化誌 : 人類とともに一万年 湯浅浩史著 岩波書店 2015 :S（岩波新書 ; 新赤版1564）

哲学の饗宴 : ソクラテス・プラトン・アリストテレス 荻野弘之著
日本放送
出版協会

2003 :S（NHKライブラリー ; 158）

強豪校の監督術 : 高校野球・名将の若者育成法 松井浩著 講談社 2018 :S（講談社現代新書 ; 2481）

荒木飛呂彦の超偏愛！映画の掟 荒木飛呂彦著 集英社 2013 :S（集英社新書 ; 0689F）

植物のひみつ : 身近なみどりの"すごい"能力 田中修著 中央公論新社 2018 :S（中公新書 ; 2491）

孤独の達人 : 自己を深める心理学 諸富祥彦著 PHP研究所 2018 :S（PHP新書 ; 1154）

音楽で楽しむ名画 :
カラー版 : フェルメールからシャガールまで

加藤浩子著 平凡社 2016 :S（平凡社新書 ; 830）

カレーライスと日本人 森枝卓士著 講談社 2015 :S（講談社学術文庫 ; 2314）

若冲
伊藤若冲画
辻惟雄著

講談社 2015 :S（講談社学術文庫 ; 2323）

トワイライト博物館（ミュージアム） 初野晴著 講談社 2013 :S（講談社文庫 ; は-89-2）

ボタニカル・ライフ : 植物生活 いとうせいこう著 新潮社 2004 :S（新潮文庫 ; い-39-4）

いつも一緒に : 犬と作家のものがたり 新潮文庫編集部編 新潮社 2013 :S（新潮文庫 ; し-76-1）
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タイトル 著者・編者 出版社 出版
年
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トリエステの坂道 須賀敦子著 新潮社 1998 :S（新潮文庫 ; す-15-1）

もののけ、ぞろり 高橋由太著 新潮社 2012 :S（新潮文庫 ; た-101-1）

大洋に一粒の卵を求めて : 
東大研究船、ウナギ一億年の謎に挑む

塚本勝巳著 新潮社 2015 :S（新潮文庫 ; つ-33-1）

れもん、よむもん！ はるな檸檬著 新潮社 2018 :S（新潮文庫 ; は-73-1）

ミッキーマウスの憂鬱 松岡圭祐著 新潮社 2008 :S（新潮文庫 ; ま-34-1）

初ものがたり 宮部みゆき著 新潮社 1999 :S（新潮文庫 ; み-22-10）

牛への道 宮沢章夫著 新潮社 1997 :S（新潮文庫 ; み-24-1）

魔女の1ダース : 正義と常識に冷や水を浴びせる13章 米原万里著 新潮社 2000 :S（新潮文庫 ; よ-19-2）

フランケンシュタイン
メアリー・シェリー著
芹沢恵 訳

新潮社 2015 :S（新潮文庫 ; シ-42-1）

旅に出ろ！ : ヴァガボンディング・ガイド
ロルフ・ポッツ著
ロバート・ハリス監訳

ヴィレッジブックス
ソニー・マガジンズ(発売) 2007 :T

司書はゆるりと魔女になる 大島真理著 郵研社 2015 010/OS

錯視の不思議 : 人の目はなぜだまされるのか
ロバート・オズボーン著
渡辺滋人訳

創元社 2015 145/AU
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タイトル 著者・編者 出版社 出版
年

請求記号

情報の歴史 : 象形文字から人工知能まで NTT出版 1990 203/JO

一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 : 
公立高校教師YouTuberが書いた

山﨑圭一著 SBクリエイティブ 2018 209/YA

戦国大名と読書 小和田哲男著 柏書房 2014 214/OW

江戸城のトイレ、将軍のおまる : 小川恭一翁柳営談 小川恭一著 講談社 2007 215/OG

十二支になった動物たちの考古学 設楽博己編著 新泉社 2015 220/SH

デンマーク流「幸せの国」のつくりかた : 
世界でいちばん住みやすい国に学ぶ101のヒント

銭本隆行著 明石書店 2012 302.3/ZE

図解とりあえず日経新聞が読める本 山本博幸著
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2018 330/YA  

アサーティブ : 素直な自分表現 : 
自分も相手も尊重するハッピーコミュニケーション

岩舩展子, 
渋谷武子著

PHPエディターズ・グ
ループ
PHP研究所（発売）

2005 361.4/IW

くらべる世界
おかべたかし文
山出高士写真

東京書籍 2018 361.5/OK

ミズーラ : 名門大学を揺るがしたレイプ事件と司法制度
ジョン・クラカワー著
菅野楽章訳

亜紀書房 2016 368/KR

ドレス・アフター・ドレス : クローゼットから始まる冒険 中村和恵著 平凡社 2014 383/NA

世界平和はナマコとともに 本川達雄著
阪急コミュニ
ケーションズ

2009 460/MO
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ざんねんないきもの事典：おもしろい！進化のふしぎ 正
今泉忠明監修
下間文恵ほか絵

高橋書店 2016 480/ZA/1  

ざんねんないきもの事典：おもしろい！進化のふしぎ 続
今泉忠明監修
下間文恵ほか絵

高橋書店 2016 480/ZA/2

グリーンネイバーフッド : 米国ポートランドにみる
環境先進都市のつくりかたとつかいかた

吹田良平著 繊研新聞社 2010 518/SU

ズボラさんのお弁当 今泉久美著
マーブルトロン
中央公論新社 (発売) 2009 590/IM

江戸東京野菜 物語篇 大竹道茂著
農山漁村
文化協会

2009 620/OT/1

江戸東京野菜 図鑑編 大竹道茂著
農山漁村
文化協会

2009 620/OT/2

レネ・レゼピの日記
（進化するレストランNOMA (ノーマ) ; [1]）

レネ・レゼピ著
清宮真理, 平林祥翻訳

ファイドン 2015 673/SH/1

レシピ
（進化するレストランNOMA (ノーマ) ; [2]）

小松伸子, 武部好子, 
春田麗華翻訳

ファイドン 2015 673/SH/2

スナップ写真
（進化するレストランNOMA (ノーマ) ; [3]）

春田麗華翻訳 ファイドン 2015 673/SH/3

台湾を描いた画家たち : 日本統治時代画人列伝 森美根子著 産経新聞出版 2010 702.2/MO 

「遊ぶ」シュルレアリスム 巖谷國士監修・著 平凡社 2013 702/IW



図書館スタッフのおすすめ図書紹介

法政大学市ケ谷図書館2018年度第4回開架フロア展示ブックリスト(5/6)

タイトル 著者・編者 出版社 出版
年
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名画の謎を解き明かす : アトリビュート・シンボル図鑑 平松洋著 KADOKAWA 2015 723/HI

額縁と名画 : 絵画ファンのための額縁鑑賞入門
ニコラス・ペニー著
古賀敬子訳

八坂書房 2014 724/PE  

チェコポーランドハンガリーのポスター
= Posters of Czech, Poland and Hungary

中川可奈子編著 青幻舎 2017 727/NA

乙女のクラシック 高野麻衣著 新人物往来社 2011 762/TA

もぎりよ今夜も有難う 片桐はいり著 キネマ旬報社 2010 778/KA

みかんの面白いむき方大百科 中村孝司編著 スモール出版 2010 790/NA

地団駄は島根で踏め : 行って・見て・触れる≪語源の旅≫ わぐりたかし著 光文社 2009 812/WA

絵で読む漢字のなりたち : 白川静文字学への扉
金子都美絵作
白川静文字解説

太郎次郎社エディ
タス

2010 820/KA

ギリシア・ローマ神話を知れば英語はもっと上達する 西森マリー著 講談社 2017 830/NI

少女たちの19世紀 : 人魚姫からアリスまで 脇明子著 岩波書店 2013 909/WA

平安の気象予報士紫式部 : 
「源氏物語」に隠された天気の科学

石井和子著 講談社 2002 913.36/IS

烏に単は似合わない 阿部智里著 文藝春秋 2012 913.6/AB
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海賊とよばれた男 上 百田尚樹著 講談社 2012 913.6/HY/1

海賊とよばれた男 下 百田尚樹著 講談社 2012 913.6/HY/2

サラバ！ 上 西加奈子著 小学館 2014 913.6/NI/1

サラバ！ 下 西加奈子著 小学館 2014 913.6/NI/2

話虫干 小路幸也著 筑摩書房 2012 913.6/SH

疲れすぎて眠れぬ夜のために 内田樹著 角川書店 2003 914.6/UC

小説梁山伯（リャンシャンボ）と祝英台（チュウインタイ）
趙清閣著
渡辺明次翻訳

日本僑報社 2006 923/CH

デビルズ・キス : テンプル騎士団の少女
サルワット・チャダ著
金原瑞人訳

メディア
ファクトリー

2010 933/CH

ゴーストドラム
スーザン・プライス著
金原瑞人訳

サウザン
ブックス社

2017 933/PR

盗まれた雷撃（パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々 ; [1]）
リック・リオーダン作
金原瑞人訳

ほるぷ出版 2006 933/RI/1

旅のスケッチ : トーベ・ヤンソン初期短篇集
トーベ・ヤンソン著
冨原眞弓訳

筑摩書房 2014 949/JA  

青い鳥
モーリス・メーテルリンク作
江國香織訳 ; 宇野亜喜良絵 講談社 2013 952/MA


