
書名 著者名 出版者 請求記号 図書記号 巻冊記号

ブリタニカ国際年鑑　2017 ブリタニカ・ジャパン R059 10 2017
朝日新聞縮刷版　2017年3月 朝日新聞社 R071 6 17-3
スポーツライフ・データ　2016 笹川スポーツ財団 R780 22 2016
昭和文学年表　1　大正15年〜昭和10年 浦西 和彦  編集 明治書院 R910.2 12 1
昭和文学年表　2　昭和11年〜昭和20年 浦西 和彦  編集 明治書院 R910.2 12 2
昭和文学年表　3　昭和21年〜昭和30年 浦西 和彦  編集 明治書院 R910.2 12 3
昭和文学年表　6　昭和51年〜昭和63年 浦西 和彦  編集 明治書院 R910.2 12 6
昭和文学年表　7　索引  作品篇1 浦西 和彦  編集 明治書院 R910.2 12 7
昭和文学年表　8　索引  作品篇2 浦西 和彦  編集 明治書院 R910.2 12 8
昭和文学年表　9　索引  人名篇 浦西 和彦  編集 明治書院 R910.2 12 9

僕らが毎日やっている 最強の読み方 池上 彰, 佐藤 優 著 東洋経済新報社 002 118
ビッグデータの支配とプライバシー危機 宮下 紘  著 集英社 007 422
決定版 AI 人工知能 樋口 晋也  著 東洋経済新報社 007 423
文春砲　スクープはいかにして生まれるのか? 週刊文春編集部  [編] KADOKAWA 070 145
世界一やさしい 問題解決の授業 渡辺 健介  著 ダイヤモンド社 141.5 67
ミライの授業 瀧本 哲史  著 講談社 159 473
誰が天照大神を女神に変えたのか 武光 誠  著 PHP研究所 164 69

サピエンス全史　上・下 ユヴァル・ノア・ハラリ  著 河出書房新社 209 163 1・2
本当はブラックな江戸時代 永井 義男  著 辰巳出版 210.5 247
樺太四〇年の歴史　四〇万人の故郷 原 暉之、天野 尚樹 編 全国樺太連盟 229 10
アメリカの歴史を知るための63章　第3版 富田 虎男  編著 明石書店 253 22ｃ
フンボルトの冒険　自然という<生命の網>の発明 アンドレア・ウルフ  著 NHK出版 289.3 フン

静かなる革命へのブループリント 宇野 常寛  編著 河出書房新社 304 310
中国のフロンティア　揺れ動く境界から考える 川島 真  著 岩波書店 319 314
一気にわかる! 池上彰の世界情勢 池上 彰  著 毎日新聞出版 319 316 2017
日経業界地図　2017年版 日本経済新聞社  編 日本経済新聞出版社 335 53 2017
会社四季報　業界地図　2017年版 東洋経済新報社  編 東洋経済新報社 335 155 2017
SNOOPYと学ぶアメリカ文化 加藤 恭子  著 ポプラ社 361.5 54

サイエンスペディア1000 ポール・パーソンズ  著 ディスカヴァー・21 403 9
系外惑星と太陽系 井田 茂  著 岩波書店 445 26
植物の形には意味がある 園池 公毅  著 ベレ出版 471 75
ウニはすごい バッタもすごい　デザインの生物学 本川 達雄  著 中央公論新社 483 11
鳥を識る　なぜ鳥と人間は似ているのか 細川 博昭  著 春秋社 488 106
病気の社会史　文明に探る病因 立川 昭二  著 岩波書店 490 121
脳はいかにして数学を生みだすのか 武田 暁  著 丸善出版 491.37 99
阿賀の記憶、阿賀からの語り 関礼子ゼミナール  編 新泉社 498.4 25
コンビニの「買ってはいけない」「買ってもいい」食品 渡辺 雄二  著 大和書房 498.54 139 2

水がエネルギーになる日。　CO2ゼロ計画 深井 利春  著 ダイヤモンド社 501 102
「建築」で日本を変える 伊東 豊雄  著 集英社 520 85
東西名品昭和モダン建築案内 北夙川 不可止  文 洋泉社 523 82
図面でひもとく名建築 五十嵐 太郎  編著 丸善出版 525 14
デリおき　毎日カンタン！作りおき洋風惣菜 依田 隆  著 秀和システム 596.23 23
いつでもサラダ 毎日手軽に野菜どっさり おかずサラダ140品 　 学研パブリッシング 596.3 37

セブン-イレブンは日本をどう変えたのか 吉岡 秀子  著 双葉社 673 160
マーケティング用語図鑑 野上 眞一  著 新星出版社 675 149
車両基地　知られざる鉄道バックヤード  カラー版 柴田 東吾  著 交通新聞社 686 442

000　総記　/　100　哲学

200　歴史

300　社会科学

400　自然科学

600　産業

500　技術．工学
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中野京子と読み解く　運命の絵 中野 京子  著 文藝春秋 723 206
ゴッホへの招待 朝日新聞出版  編 朝日新聞出版 723 207
手の描き方　神志那弘志の人体パーツ・イラスト講座 神志那 弘志  著 エムディエヌコーポレーション 726 147
即戦力の漫画背景 アシスタント背景美塾MAEDAX派  著 幻冬舎コミックス 726 148
はんこ　ものと人間の文化史 久米 雅雄  著 法政大学出版局 739 10
ショパン・コンクールを聴く 舩倉 武一  著 アルファベータブックス 760 96
落語　基礎知識から古典まで 横井 洋司  写真 山川出版社 779 133
速さと持久力が一気に手に入る走り方 鈴木 清和  著 青春出版社 782 74
最先端泳法　『フラットスイム』でクロールがきれいに速く泳げる! 高橋 雄介  著 東邦出版 785 51

大人の語彙力が面白いほど身につく本 話題の達人倶楽部  編 青春出版社 810 261
TOEIC TEST 全パートまるごとスピードマスター 成重 寿  著 Jリサーチ出版 830 TOEIC 49

《原爆の図》のある美術館 丸木位里、丸木俊の世界を伝える 岡村 幸宣  著 岩波書店 IB 721

不時着する流星たち 小川 洋子  著 KADOKAWA おか
やめるときも、すこやかなるときも 窪 美澄  著 集英社 くほ
「階段島シリーズ」 4　凶器は壊れた黒の叫び 河野 裕  著 新潮社 こう
スマホを落としただけなのに 志駕 晃  著 宝島社 しか
涙香迷宮 竹本 健治  著 講談社 たけ
成功者K 羽田 圭介  著 河出書房新社 はた
ひとり吹奏楽部　ハルチカ番外篇 初野 晴  [著] KADOKAWA はつ
素敵な日本人　東野圭吾短編集 東野 圭吾  著 光文社 ひか
水鏡推理　 松岡 圭祐  [著] 講談社 まつ
伊藤くんA to E 柚木 麻子  [著] 幻冬舎 ゆす
世界からボクが消えたなら 川村 元気  原作 小学館 わく
海をわたる手紙　ノンフィクションの「身の内」 澤地 久枝  著 岩波書店 ん
紳士と猟犬 M.J.カーター  著 早川書房 カタ

イスラームを読む　クルアーンと生きるムスリムたち 小杉 泰  著 大修館書店 情113
なぜ疑似科学が社会を動かすのか 石川 幹人  著 PHP研究所 情114
脳死・臓器移植の本当の話 小松 美彦  著 PHP研究所 情115
NHKと政治権力　番組改変事件当事者の証言 永田 浩三  著 岩波書店 情116
ヒロシマを伝える　詩画人・四國五郎と原爆の表現者たち 永田 浩三  著 WAVE出版 情117
ソクラテスの弁明・クリトン プラトン  [著] 講談社 情119

明治大学付属明治高等学校　23年度用 入試と研究 声の教育社 明 9 2010
明治大学付属明治高等学校　28年度用 ｽｰﾊﾟｰ過去問 声の教育社 明 9 2016
明治大学付属明治高等学校　29年度用 ｽｰﾊﾟｰ過去問 声の教育社 明 9 2017
明治大学付属明治中学校　23年度用 入試と研究 声の教育社 明 16 2011
明治大学付属明治中学校　27年度用 ｽｰﾊﾟｰ過去問 声の教育社 明 16 2015
明治大学付属明治中学校　28年度用 ｽｰﾊﾟｰ過去問 声の教育社 明 16 2016
明治大学付属明治中学校　29年度用 ｽｰﾊﾟｰ過去問 声の教育社 明 16 2017

京都のおねだん 大野 裕之  著 講談社 291.6 247
返還交渉　沖縄・北方領土の「光と影」 東郷 和彦  著 PHP研究所 319 315
沖縄問題　リアリズムの視点から 高良 倉吉  編著 中央公論新社 319 319
ひめゆり平和祈念資料館ガイドブック ひめゆり平和祈念資料館 資料委員会 沖縄県女師・一高女ひめゆり同窓会 319.8 174
「沖縄・普天間」究極の処方箋 橋本 晃和  著 潮出版社 395 28
「沖縄戦の図」図録 丸木位里・丸木俊 佐喜眞美術館 721 102
アートで平和をつくる　沖縄・佐喜眞美術館の軌跡 佐喜眞 道夫  著 岩波書店 IB 706b
絵本　ひめゆり ひめゆり平和祈念資料館  文

沖縄県女師・一高女ひめゆり平和祈念財団
ひめゆり平和祈念資料館 E ひめ

おきなわ 島のこえ　ヌチドゥタカラ(いのちこそたから) 丸木 俊  文・絵 小峰書店 E まる

800　言語

明治高等学校・中学校関連図書

修学旅行関連図書

700　芸術．美術

修学旅行（沖縄）関係の本が入りました！
沖縄でしか手に入らない、めずらしい本もあります。　

ぜひ事前学習に役立ててください！　　

岩波ブックレット

よみもの

明治大学・学部推薦図書


