
請求記号 書名 / 著者名 選書理由/おすすめコメント 所属、学年

007.1//Mi75
代数学から学ぶ暗号理論 : 整数論の基礎から楕円曲線
暗号の実装まで / 宮地充子

数学から工学への応用がわかる一冊。この本一冊で代数学に関しても学べ、それだ
けでも嬉しいところ。さらに情報セキュリティ等への応用を学べる、嬉しい一冊。

数学科4年

007.13//B12
ソフトコンピューティングの基礎と応用 / 馬場則夫,田中雅
博

資格取得に何か役に立てばいいと思い、選びました。
短期大学ビジネ
ス総合学科1年

007.13//Ta64
心をもつロボット : 鋼の思考が鏡の中の自分に気づく！ /
武野純一

社会経済システ
ム学科1年

007.3//R98 はじめて学ぶ情報社会 / 劉継生,木村富美子
多様な情報が簡単に入手できる時代だからこそ知っておくべきこと。それがつまった
一冊。

大学院理学研究
科数学専攻1年

007.6//H87 図解コンピュータアーキテクチャ入門　第２版 / 堀桂太郎
短期大学ビジネ
ス総合学科1年

007.63//Sh17
プレゼンテーション概論 : 実践と活用のために / 柴岡信
一郎,渋井二三男

この本の良いところは、0からプレゼンを始めるにあたっての注意事項や、うまく活用
する為の細かいノウハウが詰まっているところです。社会に出ると発表する場が多く
なるのでこの本で基礎を学ぶといいと思いました。

マネジメント総合
学科2年

007.64//I89
Ｓｐｒｉｎｇｓ　ｏｆ　Ｃ : 楽しく身につくプログラミング / 伊藤祥
一

短期大学ビジネ
ス総合学科1年

019.9//U14 街場の読書論 / 内田樹 一冊で複数の作品とふれあえる。新しい本と出会えるきっかけを作ってくれる一冊。
大学院理学研究
科数学専攻1年

104//Ko45 暇と退屈の倫理学 / 國分功一郎
選んだ理由：大学生には（自分も含め）暇をもてあまし退屈してる人が多そうだから。
内容も面白い。
お勧め箇所：なにかの突破口になるかもしれないところ。

薬学科3年

121.04//Mu43
二一世紀は日本人の出番 : 震災後の日本を支える君た
ちへ / 村上和雄,吉田武男

困難を知らない今の世代が震災の現場を知ることができるとてもわかりやすい書籍
だと思います。

短期大学ビジネ
ス総合学科2年

290.13//Su48 地域環境の地理学 / 杉浦芳夫

・地理学の観点から論じているのが特徴。特に人文地理学。
・現在、少しだけブームになりつつあるエコツーリズムや環境問題、地域災害など幅
広く紹介されている。
・「子どもにとっての都市」というあまり見ないテーマがある。遊びの場所が制限されて
いる彼らは、どこを拠点とするのだろうか。

社会経済システ
ム学科3年

311.1//O88
政治哲学入門 : 政治・共同体・イデオロギー　第２版 / 大
塚桂

森田教授の「政治学」の科目を取っている学生はこの本を読んだ方がいいと思いま
す。

短期大学ビジネ
ス総合学科2年

312.21//Mo45 韓国政治・社会における地域主義 / 森康郎
韓流ブームに沸く日本。しかしそれは表面だけであり、本当の韓国社会を知らない。
この本では、韓国社会の実態を知ることができるであろう。

マネジメント総合
学科2年

331.6//Ma59
資本論 : 経済学批判 . 第１巻　１ / カルル・ハインリヒ・マ
ルクス,中山元

とっつきにくいこの 高レベルの知識がと～っても解りやすく原文を細かく触れながら
書かれている。グローバル化社会で完全適応とまではいかないものの、知るのと知ら
ざるのとでは大きな差があると思う。多分。これを読破されてこのような知的財産を
持って社会に出て欲しい。

経済学科2年

331//I32
自滅する選択 : 先延ばしで後悔しないための新しい経済
学 / 池田新介

社会経済システ
ム学科1年

335.2239//I97
企業経営行動と文化 : マレーシアにおけるエスニック集
団の企業経営行動：比 / 岩田奇志

修士論文を書くため。
大学院経済学研
究科経済政策専
攻1年

336.1//A93
マネジャーのための経営モデルハンドブック : 知っておく
べき「60」の経営モデル / マーセル・ヴァン・アッセン, ガー
ベン・ヴァン・デン・バーグ, ポール・ピーテルスマ

60ものモデルを検証し、また、ビジネスの基礎やデータの変化ををグラフや図で分か
りやすく見ることができる。私がこれから社会に出ていくなかで知っておかなければな
らない知恵が詰まっている本。

マネジメント総合
学科2年

336.1//Ta33
成功した経営者の「次の戦略」 : 第２の利益を獲得する経
営承継 / 高橋廣司

経営者を目指す大学生が読んで学ぶと良いと思います。
短期大学ビジネ
ス総合学科2年

336.3//D59
ストーリーテリングのリーダーシップ : 組織の中の自発性
をどう引き出すか / スティーブン・デニング,高橋正泰

現代企業が求めるリーダーシップのあり方、そして、将来自分自身の力としても求め
られる能力のバイブルとしてわかりやすい。現代社会に適応した具体的な内容になっ
ている。

経済学科2年

336.92//H38 ＩＦＲＳ会計学基本テキスト　第３版 / 橋本尚,山田善隆 会計学のIFRSについて、以前勉強したことがあるため。
大学院経済学研
究科経済政策専
攻1年

338.15//Ko12
日本証券史論 : 戦前期市場制度の形成と発展 / 小林和
子

修士論文を書くため。
大学院経済学研
究科経済政策専
攻1年

338.3//G62 金融動乱金融庁長官の独白 / 五味広文 修士論文を書くため。
大学院経済学研
究科経済政策専
攻1年

361.5//Ma35
自己啓発の時代 : 「自己」の文化社会学的探究 / 牧野智
和

不況と言われる出版業界においても自己啓発書というジャンルは人気があり、その
人気と心象を明らかにしていきます。日本経済が不況で、個人個人が成長していか
なければいけない時代。ぜひ多くの人に読んでもらいたい。

マネジメント総合
学科2年

367.23//I57 ジェンダーの西洋史　３訂版 / 井上洋子,古賀邦子 女性学を知ることができる本です。
短期大学ビジネ
ス総合学科2年

369.31//F74 大震災とメディア : 東日本大震災の教訓 / 福田充
実際のアンケート結果などをグラフや表にしたものが結構多く載っており分かりやす
い。

短期大学ビジネ
ス総合学科1年

377.9//Ko64 これが論点！就職問題 / 児美川孝一郎
短期大学ビジネ
ス総合学科1年

383.8//H98 ケーキの歴史物語 / ニコラ・ハンブル著 ; 堤理華訳
世界には数多くのケーキが存在する。この本では、そういったケーキのルーツを知る
ことができる。ケーキを作るうえで知っておきたい知識が載っている。

マネジメント総合
学科2年

383.885//P69
ワインの世界史 : 海を渡ったワインの秘密 / ジャン=ロ
ベール・ピット著 ; 幸田礼雅訳

短期大学ビジネ
ス総合学科1年

404//Mi59
ガイドツアー複雑系の世界 : サンタフェ研究所講義ノート
から / メラニー・ミッチェル,高橋洋

複雑系に興味を持つも、難解なこの分野においてこれは解りやすく（高校生でも読め
るように？）、大学生の入門用に作ったかのような本であったので選びました。

経済学科2年

410.79//Mi13
離散数学パズルの冒険 : ３回カットでピザは何枚取れ
る？ / Ｔ．Ｓ．マイケル,佐藤かおり

本校には離散数学という分野の専攻はないので数少ないこの分野の本に頼らざるを
得ない為。解りやすく書かれており、高度な知識を身に付けようと思ったので選びまし
た。

経済学科2年

410.9//Sh18 数学序論 : 集合と実数　復刊 / 柴田敏男
現代数学の基礎概念である、集合と実数についてわかりやすくまとまっている本。理
系の生徒はもちろん、そうでない人にも、数学を学びたいときにまず読むのにオスス
メな一冊。

数学科4年
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410.9//Ta84 ゲーデルに挑む : 証明不可能なことの証明 / 田中一之
大学院理学研究
科数学専攻1年

410.96//B32 数理論理学 / 戸次大介
基本から秩序立てて説明がなされており、かたい表題の割には非常に読みやすく面
白い。高校数学の知識だけで読み解くことができよう。

経済学科3年

411//U45 数学者的思考トレーニング . 解析編 / 上野健爾
大学院理学研究
科数学専攻1年

413.1//H31 イプシロン・デルタ論法完全攻略 / 原惟行,松永秀章
微分積分学を学ぶときにぶつかるε-δ論法。そんなε-δ論法に関して、わかりや
すいよう例題を多く取り扱っている本だったので。1,2年生や復習したい3,4年生にもオ
ススメです。

数学科4年

417//I78 身近な事例で学ぶやさしい統計学 / 石村光資郎 講義でわからなかった人に。 薬学科4年

437//Sa69
薬学・生命科学のための有機化学・天然物化学 / サティ
アジット・Ｄ．サーカー,ルトファン・ナハ

薬学科6年

451.85//W46 「地球温暖化」神話 : 終わりの始まり / 渡辺正（化学）

まもなく実効期間が切れる京都議定書。「ポスト京都議定書」をどうするのか盛んに
関係各国で議論がなされているが、一向に決まる見込みはない。なぜなら、実現不
可能なものを、おっかぶせられたくないのだから。「CO2を減らそう」というものは、国
が経済発展する上での、あるいは、企業の活動を促進するための錦の御旗でしかな
いと私は思うのだ。著者はそもそも懐疑派の人物である。「温暖化」のメリットを述べ、
むしろ歓迎する論調である。これは、中部大学教授武田邦彦氏と同じ考えである。こ
の本は環境、特に食糧問題、エネルギーに関心がある人におすすめだろう。

社会経済システ
ム学科3年

490.9//I64 演習問題で学ぶ漢方薬処方マスター / 入江祥史
選んだ理由：生薬の配合量が書かれているところ。
お勧め箇所：漢方薬の使い方が具体的である。

薬学科3年

490.9//Te62 症例から学ぶ和漢診療学　第３版 / 寺沢捷年
選んだ理由：漢方の考え方の定義がなされているため。診断やそれに対する薬の
メーカーも書かれており、実用的だと思ったため。
お勧め箇所：謎の漢方用語とその使い方が分かる！

薬学科3年

491.5//Ma66
薬剤師のための医薬品副作用入門 / 増原慶壮,大沢友
二

・副作用という視点から医薬品を見ることができる
・図やまとめの表があって、分かりやすい
・代表的な副作用を見直したい方は是非

薬学科4年

492.3//O31 スタートアップ服薬指導 / 大井一弥,高村徳人 OSCEや薬局実習、薬局で働くことを考えている人へ。 薬学科4年

492.38//Mi77
ステロイド : 服薬指導のためのQ&A　全面改訂版 / 宮本
謙一

OSCEや薬局での実習の事前学習のために。 薬学科4年

493.185//Ka87
老人必用養草 : 老いを楽しむ江戸の知恵 / 香月牛山,中
村節子

選んだ理由：読んでいて純粋に面白いし、ためになる。一般の人は健康のことをこう
認識していることが分かる。
お勧め箇所："おじいちゃんの教え"っぽいとこ。

薬学科3年

493.195//O38 放射能と健康被害２０のエビデンス / 岡田正彦
「東日本大震災」以降、人々が敏感になっている「放射能」について、Q&Aのように
なっているので理解しやすい。また、 後に"20のエビデンス"をまとめてあるのが良
いと思う。

短期大学ビジネ
ス総合学科1年

499.1//Mi84
ＯＴＣ薬とセルフメディケーション : 症状からの適剤探し
改訂第２版 / 宮田満男,村上泰興

・ 近、セルフメディケーションをすすめてきているため、現場で今勉強して得ている
知識をどのように使うのかを実感するために良いと思った。
・身近な薬の配合や適正使用、併用について学ぶことができる。

薬学科4年

499.3//Sa25 製剤への物理化学　第２版 / 斎藤博幸,田中秀治 他の大学で使われていてわかりやすいから。北河先生が著者で素晴らしいから。 薬学科6年

499.3//Sa66
パートナー医薬品化学　改訂第２版 / 佐野武弘,内藤猛
章

国家試験へのはじめの一歩 薬学科6年

499.6//H48 新薬剤学　第１０版 / 林正弘,尾関哲也 内容が標準的で良かったから。 薬学科6年

499.6//I14 図解臨床調剤学 / 一川暢宏,中嶋幹郎 薬学科6年

499.6//O88
コンパス物理薬剤学・製剤学　改訂第２版 / 大塚誠,湯淺
宏

大学で初めて物理薬剤学・製剤学を学ぶとき、「ポイントがわからない」「理解できな
い」といった問題が生じることが少なくない。この本で学ぶと 低限押さえないといけ
ない場所が明確になる。また、基本がわかるため、難問にぶつかったとき、基本に
戻って解くことができる。

薬学科6年

499.6//Sh69 新薬剤学　改訂第３版 / 原島秀吉 第2版から著者が変わったため内容が大きく変わったから 薬学科6年

499.6//Y31
基礎から学ぶ製剤化のサイエンス 増補版 / 高山幸三ほ
か

内容が簡潔で復習に 適だから 薬学科6年

499.8//N71
知っておきたい生薬１００ : 薬学生・薬剤師のための　第２
版 / 日本薬学会

選んだ理由：詳しく書いてあるところ。保存方法まで書いてあるところに感動した。
お勧め箇所：漢方の成分はこれで調べる。

薬学科3年

499.8//Sa81 薬学生のための漢方薬入門　第３版 / 指田豊,三巻祥浩

・初めて生薬や漢方薬にふれる方におすすめ
・浅く広くある
・用語解説もあって便利
・漢方薬についても書いてあるが、生薬についても書かれている
・カラー写真があってイメージしやすい

薬学科4年

499.8//Sh69 生薬学　新訂（改訂第７版 / 木村孟淳,田中俊弘 生薬の絵がカラーで記載されているため見やすいから。 薬学科6年

539.62//Y12 ３・１２の思想 / 矢部史郎 薬学科4年

540.67//Ka94
女房役の心得 : 松下幸之助流お金の「教科書」 / 川上徹
也

女性にも読んでもらいたい本です。
短期大学ビジネ
ス総合学科2年

540.9//Y19
発送電分離は切り札か : 電力システムの構造改革 / 山
田光

原発に反対する人は多いが、原発の代替案を示す人は少ない。この本はそんな代替
案というべきものを示してくれている。

社会経済システ
ム学科1年

596.036//H44 世界の五大料理基本事典 / 服部幸應
この本は、料理のいろはがよくわかる一冊。日頃料理に慣れない人でも、これを読む
ことによって、プロのような料理ができるかも。

マネジメント総合
学科2年

675//Ka95
集客の教科書 : Ｍ－Ｉｎ－Ｄサイクル・マーケティングのす
すめ / 川村洋次,潮地良明

インターネットの普及で集客のシステムは大きく変化した。学術書ではなく、これから
ビジネスを始めようとする人向けの実践書となっている。

マネジメント総合
学科2年

685.4//Ki57
駐車場からのまちづくり : 都市再生のために / 国際交通
安全学会,岸井隆幸

社会経済システ
ム学科3年



689.5//D78
ディズニーが教えるお客様を感動させる 高の方法改訂
新版 / ディズニー・インスティチュート,月沢李歌子

ディズニーがなぜ多くの人に愛されているかがわかる一冊。そして、なぜお客様をゲ
ストと言うのか？そういったディズニーの秘密に迫ることができる。

マネジメント総合
学科2年

699.21//N81
地デジ化の真実 : 問われる優良コンテンツの制作力 / 西
正

2011年7月29日、2012年3月31日に日本全国で地上デジタル放送への完全移行がな
された。「地デジカ」がいなくなって久しいが、そもそもデジタル放送とは何なのか？著
者はまずこの点を明らかにしようとしている。さらに、これからのテレビ制作について
も一石を投じている。私は新対旧あるいはインターネット対テレビという構図の身で語
ろうとしていない点が良い点だろうと思う。また、近年全国的なヒット作となった「水曜
どうでしょう」についても触れており、著者は制作者がチャレンジスピリットを忘れな
かったからだと述べている。

社会経済システ
ム学科3年

699.221//O11
韓国で日本のテレビ番組はどう見られているのか / 大場
吾郎

・韓国の現状が分かる一冊
・先進諸国の中で も言論統制が厳しいことを知れた
・「親日罪」というものが存在するということを知れた
国際関係・メディアに関心がある人は読んでみると良いだろう。

社会経済システ
ム学科3年

760.4//O97
小澤征爾さんと、音楽について話をする / 小澤征爾, 村
上春樹

村上春樹のスマートな文章が印象的である。特に冒頭は、彼自身の創作の原点も窺
えて面白い。小沢氏の軽妙なしゃべり口は読んでいて飽きない。

経済学科3年

763.2//F95
ピアニストの脳を科学する : 超絶技巧のメカニズム / 古
屋晋一

いま話題の脳科学。ピアニストはなぜあんなに器用に弾けるのか？この本を読むこと
によって自分もピアニストのようになれるかもしれない。

マネジメント総合
学科2年

778.77//Ts37
テレビアニメ夜明け前 : 知られざる関西圏アニメーション
興亡史 / 津堅信之

社会経済システ
ム学科1年

836.5//Sa43 英語論文の書き方入門 / 迫桂,徳永聡子 修士論文を書くため。
大学院経済学研
究科経済政策専
攻1年

904//N99
世界は文学でできている : 対話で学ぶ〈世界文学〉連続
講義 / 沼野充義

普段敬遠しがちな文学の世界。そんな世界の魅力がぎっしりつまった一冊！！
大学院理学研究
科数学専攻1年

910.26//A12
小説的思考のススメ : 「気になる部分」だらけの日本文学
/ 阿部公彦

大学院理学研究
科数学専攻1年

913.6//F93 古井由吉自撰作品 . １ : 杳子 / 古井由吉
静かな言葉遣いでありながら、その裏に不気味な、そして豊かな感触がある文章であ
る。錯綜し、あいまいに続いていく物語の中に、確かに生々しい人間が立っている、
不思議な作品集である。

経済学科3年

913.6//I57 言語小説集 / 井上ひさし
短期大学ビジネ
ス総合学科1年

913.6//I68 ＰＫ / 伊坂幸太郎
大学院理学研究
科数学専攻1年

913.6//O74 鮫島の貌 : 新宿鮫短編集 / 大沢在昌
大学院理学研究
科数学専攻1年

913.6//Sa75 地層捜査 / 佐々木譲
大学院理学研究
科数学専攻1年

913.6//Ts74 とにかくうちに帰ります / 津村記久子
短期大学ビジネ
ス総合学科1年

933.7//P99 ＬＡヴァイス / トマス・ピンチョン,栩木玲子
矢継ぎ早に語られる神経質な言葉の数々は、読んでいてまったく時間を感じさせな
い。文章が混とんそのものであり、ワクワクする暗示に溢れている。

経済学科3年

933.78//E89 居心地の悪い部屋 / 岸本佐知子
とかく不気味でありながら、なにやら日常のかげでもあるかのような、異様な作品集
である。ホラーではない、しかしホラーであってほしかったと思うほど、不気味な世界
である。

経済学科3年

以上


