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明治大学付属明治高等学校中学校図書館 

                                      

                         今年度もたくさんの本を配架して

いく予定です。みなさんもどんど

ん借りに来てくださいね。 

 

 

 

図書館を利用しよう！ 
明高中では、毎年、多くの人が図書館を利用してくれてい

ます。 

今年度も、もっともっと多くの人に図書館を活用してもら

いたいと願っています。よろしくお願いします！ 

 

明高中の人気本 
 2016年度に明高中で人気のあった和書は下記のとおり。 
０類（総記）
書名 著者名 出版者
爆笑テストの珍解答500連発!! 鉄人社
人工知能は人間を超えるか 松尾 豊  [著] KADOKAWA
東大生の中学時代 東大家庭教師友の会  編著 PHP研究所
東大准教授に教わる「人工知能って、そんなことまでできるんですか?」 松尾 豊  著 KADOKAWA
AIの衝撃 人工知能は人類の敵か 小林 雅一  著 講談社
みんなのあるある吹奏楽部 オザワ部長  編著 新紀元社
１類（哲学、心理）
書名 著者名 出版者
「なるほど!」とわかるマンガはじめての噓の心理学 ゆうき ゆう  監修 西東社
ヤバい心理学 眠れなくなるほど面白い 神岡 真司  監修 日本文芸社
コワイほどわかる!ホンネの心理テスト 阿雅佐  著 西東社
嫌われる勇気 岸見 一郎  著 ダイヤモンド社
他人を支配する黒すぎる心理術 マルコ社  編集 マルコ社
誰も知らない東大寺 筒井 寛秀  著 小学館
保健室の恋バナ+α 金子 由美子  著 岩波書店  
 

『爆笑テストの珍回答』はここ数年連続で上位入り。そして

今年度は人工知能に関する本がよく読まれていました。 

心理学、心理テストなどの本は例年通りよく読まれていま

す。アドラーの本などは、新聞の書評などを参考にして借り

た人もいたようです。 



２類（歴史、地理）
書名 著者名 出版者
奴隷のしつけ方 マルクス・シドニウス・ファルクス  著 太田出版
面白いほどスッキリわかる!「ローマ史」集中講義長谷川 岳男  著 青春出版社
奈良・飛鳥 昭文社
<至急>塩を止められて困っています<信玄> 日本史パロディ戦国〜江戸時代篇スエヒロ  著 飛鳥新社
清(ちゅ)ら島沖縄(うちなー) 平和学習ハンドブック 沖縄協会
図説英国貴族の令嬢 村上 リコ  著 河出書房新社
３類（社会科学）
書名 著者名 出版者
母さんごめん、もう無理だ きょうも傍聴席にいます 朝日新聞社会部  著 幻冬舎
TEDトーク世界最高のプレゼン術 ジェレミー・ドノバン  著 新潮社
ヘンな校則 全193条 ヘンな校則研究会  著 イースト・プレス
コンビニのレジから見た日本人 竹内 稔  著 商業界
あずきバーはなぜ堅い? おいしい雑学研究会  編 オレンジページ
地雷ではなく花をください 葉 祥明  絵 ； 柳瀬 房子  文 自由国民社
カラフルなぼくら スーザン・クークリン  著 ポプラ社  

 今年の歴史分野は、世界史レポートのためにローマ関係図

書がたくさん上位に来ました。そのため、ローマ関係２冊＋

それ以外の上位を紹介しています。奈良、沖縄、イギリスは

修学旅行や英語課題のために読まれていたようです。社会科

学分野では、このほか『東大生が書いたやさしい経済の教科

書』など、全体的に経済学をやさしく解説した本などが多く

読まれていました。 
４類（自然科学）
書名 著者名 出版者
雲のカタログ 空がわかる全種分類図鑑 村井 昭夫  文と写真 草思社
「食べてはいけない」「食べてもいい」添加物 渡辺 雄二  著 大和書房
「尊厳死」に尊厳はあるか 中島 みち  著 岩波書店
面白くて眠れなくなる数学BEST 桜井 進  著  PHP研究所
地球外生命体 縣 秀彦  著 幻冬舎
妻を帽子とまちがえた男 オリバー サックス 晶文社
面白くて眠れなくなる植物学 稲垣 栄洋  著  PHP研究所
５類（技術、工学、家政）
書名 著者名 出版者
戦車メカニズム図鑑 上田 信  著 グランプリ出版
おいしいお菓子の教科書 柳瀬 久美子  著 新星出版社
花火の図鑑 泉谷 玄作  写真・文 ポプラ社
14歳からのケンチク学 五十嵐 太郎  編 彰国社
つくおき 週末まとめて作り置きレシピ nozomi  [著] 光文社  
４類では『面白くて眠れなくなる』シリーズがよく読まれ

ていたようです。また、食べてはいけない、買ってはいけな

い……がタイトルにくる本もよく読まれていました。自分の

健康は自分で守らなくてはですね。 

 ５類はこのほか、ネットやスマホ、LINEに関するものや、

飛行機、ロボットに関するものもよく読まれていました。 



６類（産業）
書名 著者名 出版者
ナチュラルガーデニング 学研パブリッシング
ディズニーキセキの神様が教えてくれたこと 鎌田 洋  著 SBクリエイティブ
基礎からわかる空港大百科 イカロス出版
990円のジーンズがつくられるのはなぜ? 長田 華子  著 合同出版
イベリコ豚を買いに 野地 秩嘉  著 小学館
７類（芸術、スポーツ）
書名 著者名 出版者
空想科学読本 柳田 理科雄  著 KADOKAWA
大相撲の解剖図鑑 伊藤 勝治  監修 エクスナレッジ
骨と筋肉がわかる人体ポーズ集 佐藤 良孝  著 廣済堂
機動破壊 田尻 賢誉  著 竹書房
すぐわかる日本の伝統文様 並木 誠士  監修 東京美術
ゴジラＶＳ柳田理科雄 柳田 理科雄  著 メディアファクトリー
８類（言語）
書名 著者名 出版者
ヴィジュアライズで上達!長文リスニング 柴原 智幸  著 NHK出版
英語で読む池上彰の世界の宗教が面白いほどわかる本 池上 彰  著 KADOKAWA
英語シナリオで楽しむSTAR WARS 久保 卓哉  監修 学研プラス
英語の雑談力があがるちょっとしたフレーズ モーゲンスタン陽子  著 幻冬舎
中学レベルの英単語でネイティブとサクサク話せる本 ニック・ウィリアムソン  著 ダイヤモンド社  

６類の『イベリコ豚を買いに』を読むと、イベリコ豚が食

べたくなりますよ。７類の『空想科学読本』は例年の人気本。

８類は英検、TOEICの本以外を掲載しています。 

９類（文学）
書名 著者名 出版者
日本の詩歌 与謝野 鉄幹 〔ほか〕著 中央公論社
ミステリーの人間学 廣野 由美子  著 岩波書店
すらすら読める土佐日記 講談社
すらすら読める徒然草 中野 孝次  著 講談社
中原中也詩集 中原 中也 岩波書店
すらすら読める奥の細道 立松 和平  著 講談社
三国志早わかりハンドブック 渡辺 仙州 偕成社
知っ得テクストツアー源氏物語ファイル 國文學編集部  編 學燈社
クトゥルフ神話ガイドブック 朱鷺田 祐介  著 新紀元社
明治大学関連図書
書名 著者名 出版者
世界一わかりやすい経済の教室 飯田 泰之  著 中経出版
これが商学部!! 明治大学商学部  編 同文舘出版
味のなんでも小事典 甘いものはなぜ別腹？ 日本味と匂学会  編 講談社
今治タオル奇跡の復活 佐藤 可士和  著 朝日新聞出版
日本アニメーションの力 津堅 信之  著 NTT出版
憲法の創造力 木村 草太  著 NHK出版  

 ９類には詩歌、古典が上位に。すらすら読めるシリーズは、

毎年、わかりやすくて人気のようです。明治大学関連図書の

中には、『今治タオル……』のように気軽に手に取れる本も

多くあります。学部選択の参考にするためにも、高校生以上

は課題ではなくても積極的に借りましょう！ 



日本の読みもの
書名 著者名 出版者
都会のトム＆ソーヤ はやみね かおる  〔著〕 講談社
少女は卒業しない 朝井 リョウ  著 集英社
君の膵臓をたべたい 住野 よる  著 双葉社
何者 朝井 リョウ  著 新潮社
一瞬の風になれ イチニツイテ 佐藤 多佳子  著 講談社
5分後に意外な結末 赤い悪夢 学研教育出版
海外の読みもの
書名 著者名 出版者
ハリー・ポッターと賢者の石 J.K.ローリング  作 静山社
モモ ミヒャエル エンデ  作 岩波書店
冷蔵庫のうえの人生 アリス・カイパース  著 文藝春秋
スター・ウォーズ ダース・モール闇の狩人 マイケル リーヴス  著 ソニー・マガジンズ
あのころはフリードリヒがいた ハンス・ペーター・リヒター  作 岩波書店
帰ってきたヒトラー ティムール・ヴェルメシュ  著 河出書房新社
ダレン・シャン ダレン・シャン Darren Shan 作 小学館
ワンダー R.J.パラシオ  作 ほるぷ出版
文庫
書名 著者名 出版者
博士の愛した数式 小川 洋子  著 新潮社
ぼくは明日、昨日のきみとデートする 七月 隆文  著 宝島社
少女 湊 かなえ  著 双葉社
塩の街 有川 浩  [著] 角川書店
流星ワゴン 重松 清  〔著〕 講談社
小説君の名は。 新海 誠  [著] KADOKAWA  
 

朝井リョウはとても人気がありました。『５分後……』も

じわじわとファンを増やしつつあるようです。そして『君の

名は。』。この人気はもはや社会現象ですね。海外小説では『ワ

ンダー』がオススメです。 
 

英語科多読
書名 著者名 出版者
Life on the Refrigerator Door Kuipers, Alice Pan Macmillan
Mouse Tales Lobel, Arnold Harper Trophy
Little Miss Sunshine Hargreaves, Roger Price Stern Sloan
Gingerbread Man, The Arengo, Sue Oxford Classic Tales
Frog and Toad Are Friends Lobel, Arnold Harper Collins
Mr. Quiet Hargreaves, Roger Egmont
Little Red Riding Hood Arengo, Sue Oxford Classic Tales
King's Shopping, The Crebbin, June Walker Books  

英語科多読本は例年通り『Life on the Refrigerator Door』

が上位です。Mr.と Missのシリーズは、全巻読破しようとが

んばった人たちが複数いたようです。 

人気のあった本は、読みやすい本、わかりやすい本、ほか

の人も読んでいるので話が合うかもしれない本……です。 

これらを参考に図書館をどんどん利用してくださいね！ 


