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　書　名 　著者 　請求記号

　総　記 （0類）

人工知能は人間を超えるか : ディープラーニングの先にあるもの  松尾豊著 007.13||M||B10049527

　哲　学 （1類）

「かわいい」のちから : 実験で探るその心理  入戸野宏著 140.75||N||B10049455

野の医者は笑う : 心の治療とは何か?  東畑開人著 146.8||T||B10049490

10代のための疲れた心がラクになる本  長沼睦雄著 146.8||M||B10049528

ぼくたちに、もうモノは必要ない。  佐々木典士著 159||S||B10049466

僕は君たちに武器を配りたい  瀧本哲史 著 159.7||T||B10049468

10代のうちに知っておきたい折れない心の作り方  水島広子著 159.7||M||B10049486

　伝　記 （2類）

自分史のすすめ : 未来を生きるための文章術  小池新著 280.7||K||B10049464

あたいと他の愛  もちぎ著 289.1||M||B10049442

渋沢栄一 　上 : 算盤篇  鹿島茂著 289.1||K-1||B10049476

渋沢栄一 　下 : 論語篇  鹿島茂著 289.1||K-2||B10049477

　社　会　科　学 （3類）

ローマ法王に米を食べさせた男 : 過疎の村を救ったスーパー公務員は何をしたか?  高野誠鮮 著 318.6||T||B10049467

ライフスタイルの社会学 : データからみる日本社会の多様な格差  小林盾著 361||K||B10049456

社会学史  大澤真幸著 361.2||O||B10049444

「コミュ障」の社会学  貴戸理恵著 361.454||K||B10049529

東京貧困女子。 : 彼女たちはなぜ躓いたのか  中村淳彦著 367.2136||N||B10049457

下流志向 : 学ばない子どもたち働かない若者たち  内田樹著 367.6||U||B10049469

教養のためのセクシュアリティ・スタディーズ  風間孝 ほか 著 367.9||K||B10049485

ひとりで暮らす、ひとりを支える フィンランド高齢者ケアのエスノグラフィー  高橋絵里香著 369.26||T||B10049458

英国一家、日本を食べる  マイケル・ブース 著 383.81||B-1||B10049522

英国一家、日本を食べる  マイケル・ブース 著 383.81||B-2||B10049523

英国一家、フランスを食べる  マイケル・ブース 著 383.835||B||B10049524

　自　然　科　学 （4類）

世界を変えた50人の女性科学者たち  レイチェル・イグノトフスキー著 402.8||I||B10049484

四次元の世界 : 超空間から相対性理論へ  都筑卓司著 421||T||B10049462

タイムマシンのつくりかた  ポール・デイヴィス著 421.2||D||B10049525

台風についてわかっていることいないこと : ようこそ、そらの研究室へ  筆保弘徳編著 451.5||F||B10049454

日本列島の誕生  平朝彦著 455.1||T||B10049491

進化の歴史  カール・ジンマー著 467.5||Z-1||B10049436

進化の理論  カール・ジンマー著 467.5||Z-2||B10049437

系統樹や生態から見た進化  カール・ジンマー著 467.5||Z-3||B10049438

カラー図解新しい人体の教科書  山科正平著 491.3||Y-1||B10049434

カラー図解新しい人体の教科書  山科正平著 491.3||Y-2||B10049435

免疫と「病」の科学 : 万病のもと「慢性炎症」とは何か  宮坂昌之, 定岡恵著 491.64||M||B10049433

10億分の1を乗りこえた少年と科学者たち  マーク・ジョンソン著 491.69||J||B10049488

ナース&ピース : 病棟をうまく転がる処世術  中堅ナースのつぶやき著 492.9014||T||B10049487

ウォーキングの科学 : 10歳若返る、本当に効果的な歩き方  能勢博著 498.35||N||B10049432
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教育振興会のご支援いただき、117冊の図書を受入れしました。

専門分野以外の文芸書や読みやすい一般書を中心に、学生の皆さんに是非手に取っていただきたい図書です。

ご希望の図書が書架にない場合には、予約申込をご利用ください。ご不明な点はお気軽に職員にお尋ねください。



　書　名 　著者 　請求記号

　技　術（5類）

ニュースが面白くなるエネルギーの読み方  堀史郎, 黒沢厚志著 501.6||H||B10049460

食べることの哲学  檜垣立哉著 596||H||B10049489

　芸　術　・　ス　ポ　ー　ツ （7類）

はたらく細胞 : バイリンガル版デラックス  清水茜著 726.1||S-1||B10049412

ウチら棺桶まで永遠のランウェイ  kemio著 779.9||K||B10049451

歴史を変えた50人の女性アスリートたち  レイチェル・イグノトフスキー著 780.28||I||B10049483

12の問いから始めるオリンピック・パラリンピック研究  坂上康博編著 780.69||S||B10049453

陸上競技の筋力トレーニング  五味宏生著 782||G||B10049443

怒鳴るだけのざんねんコーチにならないためのオランダ式サッカー分析  白井裕之著 783.47||S||B10049452

名将たちが語る「これから」の高校野球  大利実著 783.7||O||B10049461

　言　語 （8類）

「ハリー・ポッター」Vol.2が英語で楽しく読める本  クリストファー・ベルトン著 837.5||B-2||B10049414

「ハリー・ポッター」Vol.3が英語で楽しく読める本  クリストファー・ベルトン著 837.5||B-3||B10049415

「ハリー・ポッター」Vol.4が英語で楽しく読める本  クリストファー・ベルトン著 837.5||B-4||B10049416

「ハリー・ポッター」Vol.5が英語で楽しく読める本  クリストファー・ベルトン著 837.5||B-5||B10049417

「ハリー・ポッター」Vol.6が英語で楽しく読める本  クリストファー・ベルトン著 837.5||B-6||B10049418

「ハリー・ポッター」Vol.7が英語で楽しく読める本  クリストファー・ベルトン著 837.5||B-7||B10049419

「ハリー・ポッター」Vol.8が英語で楽しく読める本  クリストファー・ベルトン著 837.5||B-8||B10049420

　文　学 （9類）

ライフ  小野寺史宜著 913.6||O||B10049421

陰日向に咲く  劇団ひとり著 913.6||G||B10049423

倒錯のロンド  折原一 著 913.6||O||B10049424

阪急電車  有川浩 著 913.6||A||B10049425

アヒルと鴨のコインロッカー  伊坂幸太郎著 913.6||I||B10049426

サムのこと ; 猿に会う  西加奈子著 913.6||N||B10049427

プラナリア  山本文緒著 913.6||Y||B10049428

小さいおうち  中島京子著 913.6||N||B10049429

横道世之介  吉田修一著 913.6||Y||B10049430

小説言の葉の庭  新海誠 著 913.6||S||B10049431

かがみの孤城  辻村深月著 913.6||T||B10049440

ポルシェ太郎  羽田圭介著 913.6||H||B10049441

ナミヤ雑貨店の奇蹟  東野圭吾 著 913.6||H||B10049447

星の子  今村夏子著 913.6||I||B10049449

十二人の手紙  井上ひさし著 913.6||I||B10049448

ビルマの竪琴  竹山道雄著 913.6||T||B10049470

雪国  川端康成著 913.6||K||B10049471

古都  川端康成著 913.6||K||B10049472

図書館では、寄贈図書（教育振興会）を特設コーナーを設けて所蔵しています。

　【教育振興会　特設コーナー】

SNSで話題になったインフルエンサーの本や、映像化された小説・ベストセラー本もあります。

普段あまり読書をされない方も図書館で本を借りてみませんか。



　書　名 　著者 　請求記号

　文　学 （9類）

金閣寺  三島由紀夫著 913.6||M||B10049473

こころ  夏目漱石著 913.6||N||B10049474

人間失格  太宰治著 913.6||D||B10049475

白い巨塔 （1）  山崎豊子著 913.6||Y-1||B10049478

白い巨塔 （2）  山崎豊子著 913.6||Y-2||B10049479

白い巨塔 （3）  山崎豊子著 913.6||Y-3||B10049480

白い巨塔 （4）  山崎豊子著 913.6||Y-4||B10049481

白い巨塔 （5）  山崎豊子著 913.6||Y-5||B10049482

笹まくら  丸谷才一著 913.6||M||B10049492

京都寺町三条のホームズ （1）  望月麻衣著 913.6||M-1||B10049493

京都寺町三条のホームズ （2）真贋事件簿  望月麻衣著 913.6||M-2||B10049494

京都寺町三条のホームズ （3）浮世に秘めた想い  望月麻衣著 913.6||M-3||B10049495

京都寺町三条のホームズ （4）ミステリアスなお茶会  望月麻衣著 913.6||M-4||B10049496

京都寺町三条のホームズ （5）シャーロキアンの宴と春の嵐  望月麻衣著 913.6||M-5||B10049497

京都寺町三条のホームズ （6）新緑のサスペンス  望月麻衣著 913.6||M-6||B10049498

京都寺町三条のホームズ （7）贋作師と声なき依頼  望月麻衣著 913.6||M-7||B10049499

京都寺町三条のホームズ （8）見習い鑑定士の奮闘  望月麻衣著 913.6||M-8||B10049500

京都寺町三条のホームズ （9）恋と花の想いの裏側  望月麻衣著 913.6||M-9||B10049501

京都寺町三条のホームズ （10）見習い鑑定士の決意と旅立ち  望月麻衣著 913.6||M-10||B10049502

京都寺町三条のホームズ （11）あの頃の想いと優しい夏休み  望月麻衣著 913.6||M-11||B10049503

京都寺町三条のホームズ （12）祇園探偵の事件手帖  望月麻衣著 913.6||M-12||B10049504

京都寺町三条のホームズ （13）麗しの上海楼  望月麻衣著 913.6||M-13||B10049505

京都寺町三条のホームズ （14）摩天楼の誘惑  望月麻衣著 913.6||M-14||B10049506

十二国記　魔性の子  小野不由美著 913.6||O-1||B10049507

十二国記　月の影影の海 　上  小野不由美著 913.6||O-2||B10049508

十二国記　月の影影の海 　下  小野不由美著 913.6||O-3||B10049509

十二国記　風の海迷宮の岸  小野不由美著 913.6||O-4||B10049510

十二国記　東の海神西の滄海  小野不由美著 913.6||O-5||B10049511

十二国記　風の万里黎明の空 　上  小野不由美著 913.6||O-6||B10049512

十二国記　風の万里黎明の空 　下  小野不由美著 913.6||O-7||B10049513

十二国記　図南の翼  小野不由美著 913.6||O-8||B10049514

十二国記　丕緒の鳥  小野不由美著 913.6||O-9||B10049515

十二国記　華胥の幽夢  小野不由美著 913.6||O-10||B10049516

十二国記　黄昏の岸暁の天  小野不由美著 913.6||O-11||B10049517

十二国記　白銀の墟玄の月 （1）  小野不由美著 913.6||O-12||B10049518

十二国記　白銀の墟玄の月 （2）  小野不由美著 913.6||O-13||B10049519

十二国記　白銀の墟玄の月 （3）  小野不由美著 913.6||O-14||B10049520

十二国記　白銀の墟玄の月 （4）  小野不由美著 913.6||O-15||B10049521

限界を作らない生き方:KEEP MOVING:27歳で難病ALSになった僕が挑戦し続ける理由  武藤将胤著 933.7||S||B10049445

ライ麦畑でつかまえて  J・D・サリンジャー 933.7||H||B10049446

老人と海  ヘミングウェイ著 953.7||S||B10049450

星の王子さま  サン=テグジュペリ著 963||S||B10049463

カモメに飛ぶことを教えた猫  ルイス・セプルベダ 著 974||G||B10049422

コロナの時代の僕ら  パオロ・ジョルダーノ著 780.19||T||B10049360

mail：uni_libr@meiji-u.ac.jp
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