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国際協力機構 年次報告書　2017 国際協力機構  編著 国際協力機構 R333 1 2017

京大式おもろい勉強法 山極 寿一  著 朝日新聞出版 002 122
白と黒のとびら　オートマトンと形式言語をめぐる冒険 川添 愛  著 東京大学出版会 007 431 1
死ぬほど読書 丹羽 宇一郎  著 幻冬舎 019 246
幕末明治新聞ことはじめ　ジャーナリズムをつくった人びと 奥 武則  著 朝日新聞出版 070 148

恋愛を数学する ハンナ・フライ  著 朝日出版社 152 12
「心の掃除」の上手い人下手な人 斎藤 茂太  著 集英社 159 481
やり抜く脳の鍛え方　IQも才能もぶっとばせ! 茂木 健一郎  著 学研プラス 159 482

最もシンプルな世界史のつかみ方 祝田 秀全  著 KADOKAWA 209 167
観応の擾乱　室町幕府を二つに裂いた足利尊氏・直義兄弟の戦い 亀田 俊和  著 中央公論新社 210.4 189
the Chronicle 12　2000-04  揺らぐ安寧 共同通信社 210.7 312 12
the Chronicle 13　2005-09  再生への苦闘 共同通信社 210.7 312 13
イギリス現代史 長谷川 貴彦  著 岩波書店 233 32
陽明丸と800人の子供たち　日露米をつなぐ奇跡の救出作戦 北室 南苑  編著 並木書房 238 38
ハプスブルク帝国　新しい時代の扉を押し開けた人 岩崎 周一  著 講談社 288.4 38
国旗で読む世界史 吹浦 忠正  [著] 祥伝社 288.9 11
北条早雲 池上 裕子  著 山川出版社 289.1 ほう
ブラタモリ 7　京都(嵐山・伏見) 志摩 伊勢神宮・お伊勢参り NHK「ブラタモリ」制作班  監修 KADOKAWA 291 247 7

これが「日本の民主主義」! 池上 彰  著 ホーム社 312 167
戦争を知っている最後の政治家 鈴木 哲夫  著 ブックマン社 312 169
series田園回帰　8　世界の田園回帰 大森 彌  編著 農山漁村文化協会 318 62 8
世界一非常識な日本国憲法 長尾 一紘  著 育鵬社 323 182
親権と子ども 榊原 富士子  著 岩波書店 324 50
武器としての経済学　知識がなければ、戦えない。 大前 研一  著 小学館 330 82
ミクロ経済学入門の入門 坂井 豊貴  著 岩波書店 331 175
縮小ニッポンの衝撃 NHKスペシャル取材班  著 講談社 334 58
正論で経営せよ　技術立国ニッポン復活へ、54の提言 坂本 幸雄  著 ウェッジ 335 194
伝え方が9割　2　 佐々木 圭一  著 ダイヤモンド社 361.45 54 2
18時に帰る 「世界一子どもが幸せな国」ｵﾗﾝﾀﾞの家族から学ぶ幸せになる働き方 秋山 開  著 プレジデント社 366 270
もっとやりたい仕事がある! 池上 彰  著・監修 小学館 366.2 158
難民と生きる 長坂 道子  著 新日本出版社 369.38 23
異才、発見!　枠を飛び出す子どもたち 伊藤 史織  著 岩波書店 371 202
先生は教えてくれない大学のトリセツ 田中 研之輔  著 筑摩書房 377 153
「食」の図書館 34　パスタと麵の歴史 カンタ・シェルク  著 原書房 383.8 96 34
「食」の図書館 35　タマネギとニンニクの歴史 マーサ・ジェイ  著 原書房 383.8 96 35
かんたん、かわいい、たのしいラッピングレッスンBOOK 包むファクトリー  著 日本文芸社 385 44
信じてみたい　幸せを招く世界のしるし 米澤 敬  著 創元社 387 33

ノーベル賞でつかむ現代科学 小山 慶太  著 岩波書店 402 139
カラー図解 進化の教科書　系統樹や生態から見た進化 カール・ジンマー  著 講談社 408 19 1992
カラー図解 新しい人体の教科書 山科 正平  著 講談社 408 19 2013
お茶の科学　「色・香り・味」を生み出す茶葉のひみつ 大森 正司  著 講談社 408 19 2016
人はどのように鉄を作ってきたか 永田 和宏  著 講談社 408 19 2017
カラー図解 古生物たちのふしぎな世界 土屋 健  著 講談社 408 19 2018
ビジュアル数学全史　人類誕生前から多次元宇宙まで クリフォード・ピックオーバー  著 岩波書店 410 395
かしこい人は算数で考える 芳沢 光雄  著 日本経済新聞出版社 410 396
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はじめまして物理 吉田 武  著 東海大学出版部 420 143
12歳の少年が書いた量子力学の教科書 近藤 龍一  著 ベレ出版 421 81
ゲノム編集を問う　作物からヒトまで 石井 哲也  著 岩波書店 467 108
植物はなぜ動かないのか 稲垣 栄洋  著 筑摩書房 471 76
コケを見に行こう!　森の中にひっそり息づく緑のじゅうたん 左古 文男  著 技術評論社 475 3
先生、犬にサンショウウオの捜索を頼むのですか! 小林 朋道  著 築地書館 481 85 11
「沖縄の海」海中大図鑑 伊藤 勝敏  著 データハウス 481 137
空を飛ぶ昆虫のひみつ 星 輝行  写真・文 少年写真新聞社 486 151
霊長類　消えゆく森の番人 井田 徹治  著 岩波書店 489 101
脳には妙なクセがある 池谷 裕二  著 扶桑社 491.37 101
ルポ 生殖ビジネス　世界で「出産」はどう商品化されているか 日比野 由利  著 朝日新聞出版 495 10
地図でみる日本の健康・医療・福祉 宮澤 仁  編著 明石書店 498 29
その調理、9割の栄養捨ててます! 東京慈恵会医科大学附属病院栄養部  監修 世界文化社 498.5 149

日本のエネルギー、これからどうすればいいの? 小出 裕章  著 平凡社 501 106
惑星探査入門　はやぶさ2にいたる道、そしてその先へ 寺薗 淳也  著 朝日新聞出版 538 181
今すぐ使える かんたんPowerPoint完全(コンプリート)ガイドブック AYURA  著 技術評論社 548.9 150
香田あおいが作りながら教える 基礎のソーイングレッスン 香田 あおい  著 文化学園文化出版局 593 49
いちばんやさしいかぎ針編みのポーチ Sachiyo*Fukao  [著] エクスナレッジ 594 93
東京カリ～番長 水野仁輔の10分!カレー 水野 仁輔  著 筑摩書房 596.22 25
お店みたいにできる!ふわっふわのスフレパンケーキ South Point  著 河出書房新社 596.65 64

世界のハーブ&スパイス大事典 ジル・ノーマン  著 主婦と生活社 617 22
ねこはすごい 山根 明弘  著 朝日新聞出版 645 83
なぜ「近大発のナマズ」はウナギより美味いのか? 山下 柚実  著 光文社 664 47
「スタバが怖い!」がわからない人はマーケッターをやめなさい!! 錦野 宇志郎  著 秀和システム 673 166
物流大激突　アマゾンに挑む宅配ネット通販 角井 亮一  著 SBクリエイティブ 675 152
ビジュアル 日本の鉄道の歴史 2 大正後期〜昭和前期編 梅原 淳  著 ゆまに書房 686 453 2

水彩画リアルレッスン　自宅で学べる水彩教室 福井 良佑  著 日貿出版社 724 58
美しい曲線の幾何学模様 リサ・デロング  著 創元社 727 72
百人一首の書き方 散らし書きの独習と古筆学習のすすめ 井上 蒼雨  著 知道出版 728 117
デザインってなんだろ? 松田 行正  著 紀伊國屋書店 757 57
0から始める林まきえのボイストレーニング 林 まきえ  著 幻冬舎メディアコンサルティング 767 90
映画と本の意外な関係! 町山 智浩  著 集英社インターナショナル 778 279
サッカーは「システム」では勝てない 庄司 悟  著 ベストセラーズ 783.4 231
期待はずれのドラフト1位　逆境からのそれぞれのリベンジ 元永 知宏  著 岩波書店 783.7 329
実用茶事  朝茶事 飯後の茶事 淡交社編集局  編 淡交社 791 51 4

ちいさい言語学者の冒険 広瀬 友紀  著 岩波書店 801 85
世界をもてなす語学ボランティア入門 イーオン  著 朝日出版社 801 86
日本人と漢字 笹原 宏之  著 集英社インターナショナル 811 65
犬は「びよ」と鳴いていた 日本語は擬音語・擬態語が面白い 山口 仲美  著 光文社 814 49
目からうろこ! 会話に役立つ故事ことわざ四字熟語 中村 博英  著 評論社 814.4 25
世界文学大図鑑 ジェイムズ・キャントン  ほか著 三省堂 902 26

桜のような僕の恋人 宇山 佳佑  著 集英社 うや
メアリー・スーを殺して 幻夢コレクション 乙一  著 朝日新聞出版 おつ
君を愛したひとりの僕へ 乙野 四方字  著 早川書房 おと
僕が愛したすべての君へ 乙野 四方字  著 早川書房 おと
さくらの丘で 小路 幸也  著 祥伝社 しよ
雲は湧き、光あふれて 須賀 しのぶ  著 集英社 すか
恋する熱気球 梨屋 アリエ  著 講談社 なし
マスカレード・ナイト 東野 圭吾  著 集英社 ひか
サイモンvs人類平等化計画 ベッキー・アルバータリ  作 岩波書店 アル
ロボット・イン・ザ・ガーデン デボラ・インストール  著 小学館 イン
ﾎｰｷﾝｸﾞ博士のｽﾍﾟｰｽ・ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ Ⅱ-2　宇宙の生命 ルーシー・ホーキング  作 岩崎書店 ホキ

明治高等学校・中学校 年表「100年の歩み」 明治大学付属明治高等学校・中学校
創立100周年史編纂委員会

明治大学付属明治高等学校・中学校 明 42

よみもの

明治高等学校・中学校 関連図書

高Ⅱの皆さん、沖縄修学旅行の事前学習はバッチリですか？
図書館には資料がたくさんあります！ぜひ活用してください！
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