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男女共同参画社会データ集　2017-2018年版 三冬社 R367 7 2017

ネコがメディアを支配する ネットニュースに未来はあるのか 奥村 倫弘  著 中央公論新社 070 146
哲学書簡 ヴォルテール  著 光文社 135 33
宝くじで1億円当たった人の末路 鈴木 信行  著 日経BP社 159 478
芸術新潮 神の空間を旅する神社100選 吉田晃子 編 ほか 175 71

＊世界はなぜ「ある」のか?　実存をめぐる科学・哲学的探索 ジム・ホルト  著 早川書房 100 22
＊あなたの人生の科学　上・下 デイヴィッド・ブルックス  著 早川書房 140 79 1・2
＊悪癖の科学　その隠れた効用をめぐる実験 リチャード・スティーヴンズ  [著] 紀伊國屋書店 141 135
＊触楽入門　はじめて世界に触れるときのように テクタイル  著 朝日出版社 141 136
＊触れることの科学　なぜ感じるのか どう感じるのか デイヴィッド・J.リンデン  著 河出書房新社 141 137

画像史料論　世界史の読み方 吉田 ゆり子  編 東京外国語大学出版会 204 47
「謎トキ」世界史写真・絵画が語る歴史　西洋史編 清水書院編集部  編 清水書院 209 166 1
「謎トキ」世界史写真・絵画が語る歴史　東洋史編 清水書院編集部  編 清水書院 209 166 2
「謎トキ」日本史写真・絵画が語る歴史 阿部 泉  編著 清水書院 210.1 96
古地図からみた古代日本　土地制度と景観 金田 章裕  著 吉川弘文館 210.3 194
戦国時代の舞台裏大全 歴史の謎研究会  編 青春出版社 210.7 187
ビジュアル版 朝鮮王朝の歴史 金 両基  監修 キネマ旬報社 221 39
図説 アイルランドの歴史 山本 正  著 河出書房新社 233 31
太陽王ルイ14世　ヴェルサイユの発明者 鹿島 茂  著 KADOKAWA 289.3 ルイ
レーニン　二十世紀共産主義運動の父 和田 春樹  著 山川出版社 289.3 レニ
江戸東京の聖地を歩く 岡本 亮輔  著 筑摩書房 291.3 236
うちなー観光教本 沖縄観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ 291.9 98

ニホンという滅び行く国に生まれた若い君たちへ 響堂 雪乃  著 白馬社 304 314
ヨーロッパ炎上 新・100年予測　動乱の地政学 ジョージ・フリードマン  著 早川書房 304 315
習近平の中国　百年の夢と現実 林 望  著 岩波書店 312 166
最高裁裁判官 国民審査の実証的研究 西川 伸一  著 五月書房 327 166
偽りの経済政策　格差と停滞のアベノミクス 服部 茂幸  著 岩波書店 332 165

＊最新図解 失敗学　失敗から学び、創造に生かす 畑村 洋太郎  著 ナツメ社 336 253
本当にわかる為替相場 尾河 眞樹  著 日本実業出版社 338 157

＊進化は万能である　人類・テクノロジー・宇宙の未来 マット・リドレー  著 早川書房 361 37
日本会議の正体 青木 理  著 平凡社 361.6 8
世界から格差がなくならない本当の理由 池上 彰  著 SBクリエイティブ 361.8 48
声優に死す　後悔しない声優の目指し方 関 智一  著 KADOKAWA 366.2 155
いつかの夏 名古屋闇サイト殺人事件 大崎 善生  著 KADOKAWA 368 112
悲愛　あの日のあなたへ手紙をつづる 金菱 清  編 新曜社 369.31 201
カレーライス進化論 水野 仁輔  [著] イースト・プレス 383.8 125
全図解 アメリカ海軍SEALのサバイバル・マニュアル クリント・エマーソン  著 三笠書房 391 106

＊流れとかたち　万物のデザインを決める新たな物理法則 エイドリアン・ベジャン  著 紀伊國屋書店 401 29
＊感じる科学 さくら 剛  著 サンクチュアリ出版 404 221
＊気になる科学　調べて、悩んで、考える 元村 有希子  著 KADOKAWA 404 222
＊サイエンス・インポッシブル　SF世界は実現可能か ミチオ・カク  著 日本放送出版協会 404 223
＊ 自然が創り出す美しいパターン 1 かたち ､ 2 流れ ､ 3 枝分かれ フィリップ・ボール  著 早川書房 404 224 1～3
＊海と森の標本函　「自然の落としもの」を拾いあつめて愛でるたのしみ 結城 伸子  著 グラフィック社 407 81

カラー図解 Javaで始めるプログラミング 高橋 麻奈  著 講談社 408 19 2012
＊心はすべて数学である 津田 一郎  著 文藝春秋 410 392

コンパスと定規の数学　手で考える幾何学の世界 アンドルー・サットン  著 創元社 414 46
＊不思議の国のトムキンス G.ガモフ  著 白揚社 421 80
＊生命誌とは何か 中村 桂子  [著] 講談社 460 170
＊生命の劇場 ヤーコプ・フォン・ユクスキュル  [著] 講談社 460 171
＊ゲノム編集とは何か　「DNAのメス」クリスパーの衝撃 小林 雅一  著 講談社 467 106
＊牧野富太郎　なぜ花は匂うか 牧野 富太郎  著 平凡社 470 104
＊そらみみ植物園 西畠 清順  文 東京書籍 470 105 1
＊はつみみ植物園 西畠 清順  文 東京書籍 470 105 2
＊南方熊楠 菌類図譜 南方 熊楠  [著] 新潮社 474 22
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＊新世界　透明標本 冨田 伊織  作 小学館 480 150 1
＊ ファーブル 驚異の博物学図鑑 イヴ・カンブフォール  著 エクスナレッジ 486 150
＊世界の美しき鳥の羽根 藤井 幹  著 誠文堂新光社 488 107
＊快感回路　なぜ気持ちいいのか なぜやめられないのか デイヴィッド・J.リンデン  著 河出書房新社 491.37 100

佐藤オオキのボツ本 佐藤 オオキ  著 日経BP社 501 103
＊誰のためのデザイン?　認知科学者のデザイン原論 D.A.ノーマン  著 新曜社 501 104
＊人類を変えた素晴らしき10の材料 マーク・ミーオドヴニク  著 インターシフト 501 105
＊世界の発明発見歴史百科 テリー・ブレヴァートン  著 原書房 507 78
＊ 「ものづくり」の科学史　世界を変えた《標準革命》 橋本 毅彦  [著] 講談社 509 22

図説 英国貴族の城館　カントリー・ハウスのすべて 田中 亮三  文 河出書房新社 523 83
「放射能汚染地図」の今 木村 真三  著 講談社 539 203

＊電気革命　モールス、ファラデー、チューリング デイヴィッド・ボダニス  [著] 新潮社 540 33
＊人間と機械のあいだ　心はどこにあるのか 池上 高志  著 講談社 548.3 47

さいほうの基本 ｾﾞﾛから始める ﾎﾞﾀﾝつけから、手作り小物&洋服まで KADOKAWA 594 92
京大カレー部 スパイス活動 石崎 楓  著 世界文化社 596 125
「あと1品」がすぐ決まる! 野菜のおかず365 NHK出版 596.3 38
魔法のゼリー 冷やすと2つの“層”ができる､不思議でおいしいお菓子 荻田 尚子  著 主婦と生活社 596.65 67
ただめしを食べさせる食堂が今日も黒字の理由 小林 せかい  著 太田出版 673 163
セガvs.任天堂 ゲームの未来を変えた覇権戦争 上巻 ブレイク・J.ハリス  著 早川書房 673 164 1
秘境路線バスをゆく 見たこともない日本がそこにある イカロス出版 680 9 1
京王線・井の頭線 昭和の記憶 三好 好三  編著 彩流社 686 448

＊ UI GRAPHICS　世界の成功事例から学ぶ、ｽﾏﾎ以降のｲﾝﾀｰﾌｪｲｽﾃﾞｻﾞｲﾝ ビー・エヌ・エヌ新社 694 44

＊バイオアート　バイオテクノロジーは未来を救うのか。 ウィリアム・マイヤーズ  著 ビー・エヌ・エヌ新社 702 160
もっと知りたい ミケランジェロ 池上 英洋  著 東京美術 702 161

＊芸術と科学のあいだ 福岡 伸一  著 木楽舎 704 32
芸術新潮　若冲 水墨ニューウェイヴ 吉田晃子 編 ほか 721 104

＊ ドミトリーともきんす 高野 文子  著 中央公論新社 726.1 たか
死んだらJ-POPが困る人、CDジャケットデザイナー木村豊 木村 豊  [述] エムディエヌコーポレーション 727 73
写真集　読む時間 アンドレ・ケルテス  [撮影] 創元社 748 117
クラシックの「曲名」と「作曲家」がすぐわかる本 久松 義恭  編・著 シンコーミュージック・エンタテイメント 760 98

＊響きの科学　名曲の秘密から絶対音感まで ジョン・パウエル  著 早川書房 761 47
放送席から見た サッカー日本代表の進化論 山本 浩  著 祥伝社 783.4 225
元ACミラン専門コーチの セットプレー最先端理論 ジョバンニ・ビオ  著 ソル・メディア 783.4 226
プロ野球 問題だらけの12球団 小関 順二  著 草思社 783.7 212 2017
理想を現実にする力 佐藤 天彦  著 朝日新聞出版 796 88

漢字の歴史　古くて新しい文字の話 笹原 宏之  著 筑摩書房 821 38
みみずくは黄昏に飛びたつ  対談 川上未映子×村上春樹 川上 未映子  訊く 新潮社 910.26 むら
万葉集から古代を読みとく 上野 誠  著 筑摩書房 911.12 52
中世の声と文字　親鸞の手紙と『平家物語』 大隅 和雄  著 集英社 913.43 53

＊ボタニカル・ライフ　植物生活 いとう せいこう  著 新潮社 いと
ちょっと今から仕事やめてくる 北川 恵海  [著] KADOKAWA きた

＊串田孫一　緑の色鉛筆 串田 孫一  著 平凡社 くし
晴天の迷いクジラ 窪 美澄  [著] 新潮社 くほ
アリス殺し 小林 泰三  著 東京創元社 こは
あきない世傳 金と銀 3　奔流篇 高田 郁  著 角川春樹事務所 たか
水戸黄門　天下の副編集長 月村 了衛  著 徳間書店 つき
かがみの孤城 辻村 深月  著 ポプラ社 つし
イトウの恋 中島 京子  [著] 講談社 なか
後悔と真実の色 貫井 徳郎  [著] 幻冬舎 ぬく
星がひとつほしいとの祈り 原田 マハ  著 実業之日本社 はら
リバース 湊 かなえ  [著] 講談社 みな

＊科学を生きる　湯川秀樹エッセイ集 湯川 秀樹  著 河出書房新社 ゆか
5分後に驚愕のどんでん返し エブリスタ  編 河出書房新社 ん
5分後に戦慄のラスト エブリスタ  編 河出書房新社 ん
5分後に涙のラスト エブリスタ  編 河出書房新社 ん

＊ タングステンおじさん　化学と過ごした私の少年時代 オリヴァー・サックス  著 早川書房 サツ
賢女ひきいる魔法の旅は ダイアナ・ウィン・ジョーンズ  作 徳間書店 シヨ
ケンジントン公園のピーター・パン バリー  著 光文社 ハリ
楽園への道 マリオ・バルガス=リョサ  著 河出書房新社 ハル

＊オルフェオ リチャード・パワーズ  著 新潮社 ハワ
＊未来のイヴ ヴィリエ・ド・リラダン  著 東京創元社 リラ
＊改版　博物誌 ルナール  [著] 新潮社 ルナ

明治大学付属明治高等学校　7年間スーパー過去問 声の教育社 明 9 2018
明治大学付属明治中学校　5年間スーパー過去問 声の教育社 明 16 2018

800　言語　/　900　文学

よみもの

明治高等学校・中学校 関連図書

700　芸術．美術

500　技術．工学　/　600　産業


