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現代用語の基礎知識　臨時増刊号 自由国民社 R031 68 臨
朝日新聞縮刷版　 朝日新聞社  R071 6 17-12

原子力機構の研究開発成果 日本原子力研究開発機構  編 日本原子力研究開発機構 R539 2 2017-18

広辞苑　普通版 新村 出  編 岩波書店 R813.1 3ｋ 付

広辞苑　机上版 新村 出  編 岩波書店 R813.1 3l 1,2,付

101人が選ぶ「とっておきの言葉」 河出書房新社  編 河出書房新社 159 485
斎藤一人原因と結果の法則 遠藤 忠夫  著 PHP研究所 159 487
イスラーム主義　もう一つの近代を構想する 末近 浩太  著 岩波書店 167 32

江戸時代の「格付け」がわかる本 大石 学  監修 洋泉社 210.5 250
語る歴史、聞く歴史　オーラル・ヒストリーの現場から 大門 正克  著 岩波書店 210.6 166
反戦主義者なる事通告申上げます 森永 玲  著 花伝社 289.1 すえ
内村鑑三　悲しみの使徒 若松 英輔  著 岩波書店 289.1 うち
スマイル! 笑顔と出会った自転車地球一周157カ国、155,502km 小口 良平  著 河出書房新社 290.9 83
都道府県別日本の地理データマップ 1 日本の国土と産業データ 松田 博康  監修 小峰書店 291 249 1
都道府県別日本の地理データマップ 2 北海道・東北地方 新保 元康  監修 小峰書店 291 249 2
都道府県別日本の地理データマップ 3 関東地方 坂本 正彦  監修 小峰書店 291 249 3
都道府県別日本の地理データマップ 4 中部地方 吉田 高志  監修 小峰書店 291 249 4
都道府県別日本の地理データマップ 5 近畿地方 久保 雅英  監修 小峰書店 291 249 5
都道府県別日本の地理データマップ 6 中国・四国地方 丹 雅祥  監修 小峰書店 291 249 6
地図で楽しむすごい神奈川 都道府県研究会  著 洋泉社 291.3 243

バングラデシュを知るための66章 大橋 正明  編著 明石書店 302.25 10ｂ
ここから始める政治理論 田村 哲樹  著 有斐閣 311 75
ボコ・ハラム イスラーム国を超えた「史上最悪」のテロ組織 白戸 圭一  著 新潮社 316 173
フェルドマン博士の日本経済最新講義 ロバート・アラン・フェルドマン  著 文藝春秋 332 170
はじめてのNPO論 澤村 明  著 有斐閣 335 200
サクッとうかる日商3級商業簿記はじめての過去問 桑原 知之  著 ネットスクール株式会社出版本部 336 簿記 33
サクッとうかる日商2級商業簿記トレーニング 桑原 知之  著 ネットスクール株式会社出版本部 336 簿記 34
キミはボク 児童養護施設から未来へ 福島 茂  著 文屋  369 274
カンボジア孤児院ビジネス 岩下 明日香  著 潮出版社 369 275
子どもの社会的養護 出会いと希望のかけはし 望月 彰  編著 建帛社 369 276
子どものための里親委託・養子縁組の支援 宮島 清  編著 明石書店 369 277
大震災に学ぶ社会科学 6 復旧・復興へ向かう地域と学校 村松 岐夫  監修 東洋経済新報社 369.31 204 6
大震災に学ぶ社会科学 7 大震災・原発危機下の国際関係 村松 岐夫  監修 東洋経済新報社 369.31 204 7
震災ジャンキー 小林 みちたか  著 草思社 369.31 205
文系が20年後も生き残るためにいますべきこと 岩崎 日出俊  著 イースト・プレス 377 154

江戸の科学大図鑑 太田 浩司  監修 河出書房新社 402 141
くすりをつくる研究者の仕事 薬のタネ探しから私たちに届くまで 京都大学大学院薬学研究科  編 化学同人 407 84
学んでみると素粒子の世界はおもしろい 陣内 修  著 ベレ出版 429 44
はじめての地質学 日本の地層と岩石を調べる 日本地質学会  編著 ベレ出版 455 33
せつない動物図鑑 ブルック・バーカー  著 ダイヤモンド社 480 151
世界の国鳥 アフロ  写真 青幻舎 488 110
医療者が語る答えなき世界  「いのちの守り人」の人類学 磯野 真穂  著 筑摩書房 498.1 34

東電原発裁判 福島原発事故の責任を問う 添田 孝史  著 岩波書店 539 207
一年中ワンピース まの あきこ  著 文化学園文化出版局 593 50
好評の「家族みんなのおかずおつまみ」レシピを集めました。 渥美佑子 編 オレンジページ 596.2 89 1
魚っ食いのための珍魚食べ方図鑑 西潟 正人  著 緑書房 596.3 42
列車ダイヤはこう進化を遂げた 和佐田 貞一  著 交通新聞社 686 460
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R  参考図書

100　哲学

200　歴史

300　社会科学

400　自然科学

500　技術．工学　/　600　産業
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もっと知りたい熊谷守一 生涯と作品 池田 良平  監修・著 東京美術 723 216
朝日新聞報道写真集 2017年1月〜12月 朝日新聞社  編 朝日新聞出版 747 1 2018
速くなる!バタフライ 村上 二美也  著 ナツメ社 785 53
棋士とAI アルファ碁から始まった未来 王 銘【エン】  著 岩波書店 795 32
勝てる棒銀戦法 青野 照市  著 創元社 796 99 3

文章が一瞬でロジカルになる接続詞の使い方 吉岡 友治  著 草思社 816 229
英文法を解き明かす 10  現代英語の文法と語法  ことばの実際  2 内田 聖二  編 研究社 835 101 10
だれでも書けるシナリオ教室 岸川 真  著 芸術新聞社 901.2 10
声に出して楽しもう俳句・短歌 1 俳句に親しもう 神野 紗希  監修 金の星社 911.3 71 1
声に出して楽しもう俳句・短歌 2 短歌に親しもう 小島 ゆかり  監修 金の星社 911.3 71 2
声に出して楽しもう俳句・短歌 3 俳句・短歌をつくろう 神野 紗希  監修 金の星社 911.3 71 3

青銅魔人 (日)江户川乱步, 徐奕 人民文学出版社 CH 6 1
妖怪博士 (日)江户川乱步, 徐奕 人民文学出版社 CH 6 2
海底魔术师 (日)江户川乱步, 徐奕 人民文学出版社 CH 6 3

ヒストリア 池上 永一  著 KADOKAWA いけ
危急 辻番奮闘記 上田 秀人  著 集英社 うえ
愛なんて噓 白石 一文  著 新潮社 しら
指の骨 高橋 弘希  著 新潮社 たか
エヴリシング・フロウズ 津村 記久子  著 文藝春秋 つむ
レイン 10 最後の希望 吉野 匠  [著] アルファポリス よし 10
レイン 11 シェラザード山脈を背にして 吉野 匠  [著] アルファポリス よし 11
ユミとソールの10か月 クリスティーナ・ガルシア  著 作品社 カル

公正としての正義 ジョン・ロールズ  著 木鐸社 政126
大転換 市場社会の形成と崩壊 カール・ポラニー　著 東洋経済新報社 政127
創られた伝統 E・ホブズボウム  編 紀伊国屋書店 文148

高校Ⅱ年生の皆さんへ

よみもの

明治大学・学部推薦図書

児童養護施設・養子縁組など、福祉関係の本が入りました！

700　芸術．美術

800　言語　/ 900　文学

よみもの　（中国語）

英語の調べ学習で、何か困ったことがあれば、

図書館へ相談にきてください！

（高校Ⅰ・Ⅱ年生のイングリッシュプレゼンテーションも、相談にきてね！！）

是非、手に取って学習に役立ててください。

369/275
カンボジア

孤児院 ビジネス

369/277
子どものための
里親委託・養子縁組の支援

369/274

キミはボク
児童養護施設から
未来へ

369/276
子どもの社会的養護
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