
書名 著者名 出版者 請求記号 図書記号 巻冊記号

朝日新聞縮刷版 朝日新聞社  R071 6 17-11
天文年鑑 天文年鑑編集委員会  編 誠文堂新光社 R440 1 2018
最新世界大地図 小学館クリエイティブ M2 8 2

本を読むのが苦手な僕はこんなふうに本を読んできた 横尾 忠則  著 光文社 019 247
不肖・宮嶋メディアのウソ、教えたる! 宮嶋 茂樹  著 河出書房新社 070 151
なぜと問うのはなぜだろう 吉田 夏彦  著 筑摩書房 104 78
はじめての聖書 橋爪 大三郎  著 河出書房新社 193 73

歴史の「常識」をよむ 歴史科学協議会  編 東京大学出版会 210 158
みる・よむ・あるく東京の歴史 池 享  編 吉川弘文館 213.6 46 3
中東世界データ地図　歴史・宗教・民族・戦争 ダン・スミス  著 原書房 226 20
14歳からのパレスチナ問題 奈良本 英佑  著 合同出版 228 37
天皇・天皇制をよむ 歴史科学協議会  編 東京大学出版会 288.4 40
スターリン　超大国ソ連の独裁者 中嶋 毅  著 山川出版社 289.3 スタ

文藝春秋オピニオン2018年の論点100 文藝春秋 304 93 2018
比較政治学の考え方 久保 慶一  著 有斐閣 311 74
ヒルビリー・エレジー　アメリカの繁栄から取り残された白人たち J.D.ヴァンス  著 光文社 316 171
憲法の理性 長谷部 恭男  著 東京大学出版会 323 184
日本国憲法の核心　改憲ではなく、憲法を活かすために 法学館憲法研究所  編 日本評論社 323 186
マクロ経済学　入門の「一歩前」から応用まで 平口 良司  著 有斐閣 331 182
総合リース会社図鑑　未来をつくる仕事がここにある　7 三井住友ファイナンス&リース  監修 日経BP社 335 190 7
私たちと公共経済 寺井 公子  著 有斐閣 341 3
宇宙を仕事にしよう! 村沢 譲  著 河出書房新社 366.2 164
清掃はやさしさ　世界一清潔な空港を支える職人の生き様 新津 春子  著 ポプラ社 366.2 509
難民高校生　絶望社会を生き抜く「私たち」のリアル 仁藤 夢乃  著 筑摩書房 368 108b
災害情報学事典 日本災害情報学会  編 朝倉書店 369.3 22
大震災に学ぶ社会科学　4　震災と経済 村松 岐夫  監修 東洋経済新報社 369.31 204 4
大震災に学ぶ社会科学　5　被害・費用の包括的把握 村松 岐夫  監修 東洋経済新報社 369.31 204 5
江戸の親子　父親が子どもを育てた時代 太田 素子  著 吉川弘文館 384 43
グリム童話と日本昔話　比較民話の世界 高木 昌史  著 三弥井書店 388 148

パラダイムでたどる科学の歴史 中山 茂  著 ベレ出版 402 140
数学の現在　e 斎藤 毅  編 東京大学出版会 410 399 2
数学の現在　π 斎藤 毅  編 東京大学出版会 410 399 3
超巨大ブラックホールに迫る　「はるか」が創った3万kmの瞳 平林 久  作 新日本出版社 440 197
風はなぜ吹くのか、どこからやってくるのか 杉本 憲彦  著 ベレ出版 451 215
そもそも島に進化あり 川上 和人  著 技術評論社 462 35
デザイナー・ベビー　ゲノム編集によって迫られる選択 ポール・ノフラー  著 丸善出版 467 109
人類大移動　アフリカからイースター島へ 印東 道子  編 朝日新聞出版 469 73
ダニ・マニア　チーズをつくるダニから巨大ダニまで 島野 智之  著 八坂書房 485 14
世界一うつくしい昆虫図鑑 クリストファー・マーレー  著 宝島社 486 154
免疫はがんに何をしているのか? 桂 義元  著 技術評論社 491.8 16

環境のサイエンスを学ぼう
立正大学地球環境科学部
環境システム学科  編

丸善プラネット  丸善出版 519 253

世界のアーケード アフロ  写真 青幻舎 523 87
正しい目玉焼きの作り方 森下 えみこ  イラスト 河出書房新社 590 33
刺繡とがま口 樋口 愉美子  著 文化学園文化出版局 594 96
食品の保存テク 徳江 千代子  監修 朝日新聞出版 596 128

200　歴史

300　社会科学

400　自然科学

500　技術．工学

新着図書紹介
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R  参考図書　/　M　地図

000　総記　/　100　哲学
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新幹線はなぜあの形なのか 流線形からカモノハシ形まで 小島 英俊  著 交通新聞社 686 457
首都圏通勤路線網はどのようにつくられたのか 首都圏通勤路線研究会  著 洋泉社 686 459
江戸の美術大図鑑 狩野 博幸  監修 河出書房新社 702 164
アイドル/メディア論講義 西 兼志  著 東京大学出版会 767 91
みんなのパントマイム シスターひろみ  著 芸術新聞社 775 22
速攻振り飛車大全 鈴木 大介  著 創元社 796 99 2

生き延びるための作文教室 石原 千秋  著 河出書房新社 816 228
ネイティブが感動する英語にない日本語 フォーンクルック幹治  著 河出書房新社 837 322
ストーリーの解剖学　ハリウッドNo.1スクリプトドクターの脚本講座 ジョン・トゥルービー  著 フィルムアート社 901.2 9
小説のしくみ　近代文学の「語り」と物語分析 菅原 克也  著 東京大学出版会 910.26 149
ときめき百人一首 小池 昌代  著 河出書房新社 911.14 57

保育園は誰のもの　子どもの権利から考える 普光院 亜紀  著 岩波書店 IB 369

よろず占い処陰陽屋狐の子守歌 天野 頌子  [著] ポプラ社 あま
よろず占い処陰陽屋恋のサンセットビーチ 天野 頌子  [著] ポプラ社 あま
墨の香 梶 よう子  著 幻冬舎 かし
安楽病棟 帚木 蓬生  著 集英社 はは
生きることは闘うことだ 丸山 健二  著 朝日新聞出版 まる
ぼくの見つけた絶対値 キャスリン・アースキン  著 作品社 アス
ノーノー・ボーイ ジョン・オカダ  著 旬報社 オカ

日本文学史序説　上・下 加藤 周一  著 筑摩書房 文143 1.2
悪魔祓い ル・クレジオ  著 岩波書店 文144
秩禄処分　明治維新と武家の解体 落合 弘樹  [著] 講談社 文145
シェイクスピア　人生劇場の達人 河合 祥一郎  著 中央公論新社 文146
クマ問題を考える　野生動物生息域拡大期のリテラシー 田口 洋美  著 山と溪谷社 文147
農学が世界を救う!　食料・生命・環境をめぐる科学の挑戦 生源寺 眞一  編著 岩波書店 農 77

読むことの歓び　明治大学文学部第九回読書感想文コンクール優秀賞作品集
明治大学文学部読書
感想文コンクール選考委員会 明 20 2017

もっと知りたい仁和寺の歴史 久保 智康  著 東京美術 702 165

冬休み貸出の本を返却してください！！

全て本を返却したと思っていた・・・けど、1冊残っていた！

督促の連絡を貰った人は、もう1度確認して返却してください。

紛失した本を探している、又貸しで友達が本を返していないなど、

困っている人は、まず図書館へ相談しにきてください！

600　産業　/　700　芸術．美術

修学旅行関連図書

図書館企画棚が「バレンタイン特集」にかわっています！

2月14日は、バレンタインデー。

お菓子や裁縫を始め、心理学や恋愛小説など、

返却期限は、1月13日（土）まででした。延滞している人が沢山います。

800　言語　/　900　文学

岩波ブックレット

よみもの

明治大学・学部推薦図書　/　明治大学関連図書

男女共楽しめる本を集めました！親しい人へ感謝の気持ちを！！
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