学生選書2015 Part1 選書タイトル／学生コメント一覧
実施年月日：平成27年4月13日(月)～4月25日(土)
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

002//B75

知のトップランナー149人の美しいセ
Brockman John 1941オリー

ＮＨＫ出版の「知の逆転」を読んだ時、世界の科学者の研究に触れる楽しさを感
薬学科、4年
じたから

002.7//G72

学びの技 : 14歳からの探究・論文・
後藤 芳文
プレゼンテーション

情報収集するにあったってメディアの特性や信頼性、文章の論理的な書き方、
薬学科、2年
発表する時のコツなど大学生になってからより意識していく基礎がある

007.13//N39

対話システム

中野 幹生

対話がよくできるようになれそう

007.35//E11

みんなのビッグデータ : リアリティ・
マイニングから見える世界

Eagle Nathan

ビッグデータの活用の手段を個人のスケールから世界規模まで順に説明してい
薬学科、4年
ておもしろい

007.6//Ki13

情報文化スキル : Windows
8.1&Office 2013対応

城所 弘泰

題名からは良く分からないが開いてみるとWindowsとＯｆｆｉｃｅの操作指南書でし
た。画面も多く掲載していてとても分かりやすい

007.6//W28

学生のための情報リテラシー :
Office 2013/Windows 8.1版

若山 芳三郎

文字は大きく、図がほとんど、文章は補助的なものでゴチャゴチャと押しつめら
れているわけでもなく読みやすい。まったくの初心者に見せると人並よりも上達 化学科、1年
できるかもしれない

007.609//N37

事例から学ぶ情報セキュリティ : 基
中村 行宏
礎と対策と脅威のしくみ

情報セキュリティを実際の事例を通して学べそうだから

007.64//Ko75

C言語

今野 将

インターネット社会になりつつある昨今、プログラミングに興味を持つものも多い
のではないだろうか。プログラミング言語として有名な「C言語」について描かれ
たこの本は図解も多く、「難しそう」などとも言われ、とっかかりにくいC言語をと 薬学科、1年
てもわかりやすく解説している。このような本こそこれから先、人々に求められる
のではないかと思い、私はこの本を選んだ。

007.64//Sa75

ゼロからわかるJava超入門

佐々木 整

読みやすく、わかりやすい

019.9//I35

本は友だち

池内 紀

本のタイトル、あらすじからこの本が本のことが本当に好きな方が書いたものだ
薬学科、1年
と感じました。この本を読むことで本に対する感じ方が変わるかもしれません

141.6//H98

ヒトはなぜ笑うのか : ユーモアが存
在する理由

Hurley Matthew M.

内容がおもしろかった

薬学科、1年

141.8//P86

科学で勝負の先を読む : 投資から
テニスまで先を読むため・読まれな
いための実践ガイド

Poundstone William

じゃんけんをはじめ、トランプ、テニスのサーブ、ペナルティキックましては人の
パスワードまで科学的に先を読む方法を説明している

薬学科、4年

291.0189//Ta88

47都道府県・地名由来百科

谷川 彰英

自分で地図を作るときの参考にも勉強にもなる

化学科、1年

319.1053//N87

機密を開示せよ : 裁かれた沖縄密
約

西山 太吉

アメリカとの密約について語っている本で、内容はテーマごとにわかりやすく章
ごとにまとめられており、それぞれが引きつけられるように論を展開していて政 経済学科、1年
治好きには良い本です

325.2//Y86

会社法入門 = Corporation law

葭田 英人

この本は株式会社設立から株式や株主総会、取締役会などがわかりやすい本 マネジメント総合学科、3
です（初心者向け）
年

-

宇宙ビジネスのための宇宙法入門

マネジメント総合学科、3
年

数学科、1年

宇宙については社会的に流行しているので、くわしく知っておきたいから
329.269//Ko99

化学科、1年

化学科、3年

小塚 荘一郎
宇宙に興味がある人にはとてもおもしろいと思ったから

-

331//Sa75

経済学的にありえない。

佐々木 一寿

経済学に興味があるから

医療栄養学科、4年

332.06//I33

戦後70年世界経済の歩み

池上 彰

一つ一つの表題も短めで、経済学に詳しくなくても、楽しく読み進められると思っ
薬学科、1年
たから

332.345//B72

スイスの凄い競争力

Breiding R. James 1958- スイスの経済には興味があるので

医療栄養学科、4年

333.6//Ku33

国際日本経済論 : グローバル化と
日本の針路

熊倉 正修

経済学科、3年

333.8//Ku76

これからの日本の国際協力 : ビッ
グ・ドナーからスマート・ドナーへ

黒崎 卓

334.41//Mi96

コミュニティ通訳 : 多文化共生社会
のコミュニケーション

水野 真木子

内容的に国際経済論の予習・復習にオススメなので選んだ

-

大学院博士課程薬学研究
科薬学専攻、4年

海外出身の方々との交流が少ない日本人にとって疑似体験のできる一冊では
薬科学科、2年
ないかと思います
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書名

著者名

選書理由/おすすめコメント

所属、学年

335.46//H44

日本のM&A : 理論と事例研究

服部 暢達

著者がロッシュによる中外製薬の買収にかかわっていて、その内容について記
薬学科、4年
載があるから

336.1//N99

一橋MBA戦略ケースブック

沼上 幹

ハーバードビジネスレビューを読むのが好きで、ＭＢＡに興味があるから。また、
薬学科、4年
ケースを取り扱う本が少ないから

336.17//H92

オープン・イノベーションの教科書 :
社外の技術でビジネスをつくる実践 星野 達也
ステップ

336.3//I75

組織マネジメント入門 = Introduction
石井 晴夫
to organization management

今の医療（薬学）業界にもオープンイノベーションの必要性を感じるから

薬学科、4年

企業や組織におけるマネジメントのあり方がわかりやすく書いてある

マネジメント総合学科、1
年

組織の構成や組織の意思決定、会社と株主との関係などがこの本１冊にわか
りやすく、解説も読みやすいからです（初心者向け）

マネジメント総合学科、4
年

-

薬学科、1年

336.3//Ka86

リーダーシップの本質 : 松下幸之助
加藤 靖慶
と稲盛和夫に学ぶ

昭和の経営の神様・松下幸之助と、平成の経営の神様・稲盛和夫の経営のや
薬学科、4年
り方、人材育成が書いてある本

336.9//F57

入門財務会計

藤井 秀樹

自分の研究、学習のため

マネジメント総合学科、4
年

336.9//Sa25

企業会計入門 : 考えて学ぶ

斎藤 静樹

自分の研究、学習のため

マネジメント総合学科、4
年

336.9//Ta84

財務会計入門

田中 建二

自分の研究、学習のため

マネジメント総合学科、4
年

336.92//Ta84

財務諸表論の考え方 : 会計基準の
田中 弘
背景と論点

自分の研究、学習のため

マネジメント総合学科、4
年

以前から読んでみたかった

医療栄養学科、4年

統計学は薬学でメインになるので読んで勉強になりました

薬学科、1年

読み易い

マネジメント総合学科、3
年

350.1//N86

データ分析のための思想と方法

西内 啓

361.04//H38

面白くて眠れなくなる社会学

橋爪 大三郎

361.9//Ts91

数学嫌いのための社会統計学

津島 昌寛

364//A16

保健・医療・介護における財源と給
付の経済学 : 事務事業の効率性に
関する分析/給付事業の効率性に 足立 泰美
関する分析/社会保障給付の公平
性に関する分析

370.4//H22

グローバル・エリートの条件 : 日米
の教育の違いから見えた : 何が「本 浜田 宏一
物の人材」を生むのか?

371//A26

教育学の基礎と展開

371.42//Ki75

「いじめ自殺」の社会学 : 「いじめ問
北澤 毅
題」を脱構築する

373.1//Ma85

21世紀型スキルとは何か : コンピテ
ンシーに基づく教育改革の国際比 松尾 知明
較

375.1//I76

教育ファシリテーターになろう! : グ
ローバルな学びをめざす参加型授
業

石川 一喜

受動型の教育から参加型（欧米型）の教育へのシフトは必ず起こる。そのため、
大学院博士課程薬学研究
専門性を持って、社会に出る大学生は、教育者の立場になることから「考える側
科薬学専攻、4年
の学び」を知る必要がある。

377.15//Mo45

大学生の学習テクニック

森 靖雄

この本を開いた時、私は「あ」と驚いた。私が最近、気になり、迷っていたことば
かり載っているではないか。この本は学生たちにとってとても役立つものになる 薬学科、1年
だろう、そう思って私はこの本を選んだ。

377.15//N52

大学生の日本語リテラシーをいかに
高めるか : 大学の授業をデザインす 成田 秀夫
る

じっくり読んでみたいと感じた

数学科、1年

383.81//N54

47都道府県・肉食文化百科

日本全国でどんな肉をどのようにして食べるのか興味をもったから

化学科、1年

相沢 伸幸

成瀬 宇平

-

経済と医療は切り離せない関係であり、超高齢化社会を向かえるにあたって、
両者から見たときの現制度の良し悪しを見つめ直す必要があると思ったため

-

-

大学院博士課程薬学研究
科薬学専攻、4年

大学院博士課程薬学研究
科薬学専攻、4年

教育に興味があるから

-

いじめが多くなってきたのでそれをなくすために読んでみたいと思った

-

-
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請求記号

書名

著者名

402//Ma53

ニュートンのりんご、アインシュタイン
Martínez, Alberto A.
の神 : 科学神話の虚実

407//N81

理系のための文章術入門 : 作文の
初歩から,レポート,論文,プレゼン資 西出 利一
料の書き方まで

選書理由/おすすめコメント

所属、学年

目次をみたところ、内容はどれも面白そうなものばかり。図や白黒の写真なども
載っているため、興味も深まりとても良いと思う。外国の本を日本人が訳した読 数学科、2年
み物なので、また少し違う価値観が得られるかもしれない

卒論や履歴書で文章を書くのが難しいので参考にしたい

医療栄養学科、4年

文章の書き方の基礎からわかりやすく解説されていて、新入生から上級生まで
薬科学科、2年
使える本だと思った

407//W75

若き科学者への手紙 : 情熱こそ成
功の鍵

Wilson Edward Osborne
1929-

410.38//O94

高校の数学

大矢 雅則

経済学等で必要な公式がのっているため、復習できて良い

410.79//R72

「数独」を数学する : 世界中を魅了
するパズルの奥深い世界

Rosenhouse Jason

「数学でこんなものもできるのか！」とびっくりしたと同時に少し感動してしまいま
した。この本は結構興味深い内容になっているため、数学が苦手な人にもお勧 数学科、2年
めです。

417//Ki68

数理計画法による最適化 : 実際の
問題に活かすための考え方と手法
北村 充
= Optimization by mathematical
programming : ways of thinking and
solving actual problems

文章は少々見づらいが、グラフが充実しているため、内容のイメージ等を大ま
かに把握したい人にお勧め。この本は問題の解法を中心に扱っているため、演
習問題を探している人の役に立つかもしれない

-

417//N83

コア・テキスト確率統計

文章の構成が良くて読みやすく、定義や定理、例題や注意事項なども見やすい
ように工夫されている。章毎の終わりには演習問題もあり、内容も充実してい
る。途中、グラフや図なども入っており、自習したい人向けの本となっている

-

420//Su16//1

レベル別に学べる物理学 : カラー版 末廣 一彦

高校で物理を学ばなかった身としては、こういった参考書があると助かる

数学科、1年

426.075//Ka95

理論がわかる熱と原子・分子の手づ
川村 康文
くり実験

実験内容と原理がすぐ書いてあるので分かりやすいから

化学科、3年

430//Ta67

ベーシック化学 : 高校の化学から大
竹内 敬人
学の化学へ

式１つ１つがていねいに説明されていることと個人的に紙の色が見やすくて好
きです

薬学科、5年

437//A62

工学のための有機化学

荒井 貞夫

これからの勉強に役立ちそう！

452//Ki75

深海、もうひとつの宇宙 : しんかい
6500が見た生命誕生の現場

北里 洋

ちょっとだけ興味がある

マネジメント総合学科、1
年

457.87//F15

恐竜学入門 : かたち・生態・絶滅

Fastovsky David E.

骨格の形の意味や動きが説明されていて、絵の資料に良い

化学科、1年

460.2//Mi85

生命の不思議に挑んだ科学者たち 宮竹 貴久

進化の謎はとても興味があるから

マネジメント総合学科、1
年

464//N22

生き物たちの化学戦略 : 生物活性
物質の探索と利用

長澤 寛道

生き物はどのように環境を生き延びたのか、その進化を知りたくて、この本を選
薬学科、1年
びました

465//I89

極限環境生命 : 生命の起源を考え,
伊藤 政博
その多様性に学ぶ

生命はきびしい環境の中で変異、共生、共存などのいろいろなことで生き残った
と思います。それはどのように起こったのかを知りたいと考えたので、この本を 薬学科、1年
選びました

467.3//Ta59

人間とは何か : 先端科学でヒトを読
武田計測先端知財団
み解く

タイトルから考えられるように生まれてから一番身近にあり、最も遠い命題であ
薬学科、1年
る「人間とは？」を今の先端科学で考えるということにわくわくし、選びました

481.7//Ma81

動物の生態 : 脊椎動物の進化生態
松本 忠夫
を中心に

生物の生態は興味がある

490.15//Mi96

医療・看護倫理の要点

水野 俊誠

490.2//E19

医学の歴史

Eckart Wolfgang Uwe
1952-

医療系なので

医療栄養学科、4年

491.1//Ka61

カラースケッチ解剖学

Kapit Wynn

解剖学に興味がある。絵を描く資料として良い

化学科、1年

491.3//Y86

好きになるヒトの生物学 : 私たちの
身近な問題身近な疑問

吉田 邦久

薬学生からして図で示されていて読みやすいのでないかと思います

薬学科、4年

491.4//I75

生体イメージング研究update : 光が
描く免疫・がん・神経系の時空間動 石井 優
態

西川 貴雄

-

経済学科、1年

-

マネジメント総合学科、1
年

-

-
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社会経済システム学科、1
年

-

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

491.59//Sa83

毒と薬の科学

佐竹 元吉

読みやすかった

-

491.7//A63

病原微生物学 : 基礎と臨床

荒川 宜親

私は研究に入るまえにどのようなことをやっているのかを把握するために、この
薬学科、1年
本を選びました

491.8//H83

完治 : HIVに勝利した二人のベルリ
Holt Nathalia
ン患者の物語

死の病と恐れられていたHIVが本当に完治されるようになったのか、病に対する
薬科学科、2年
医療人の取り組みなど腰をすえてじっくりと読んでみたいと思ったから

498//Ka47

基礎から学ぶ医療情報

金谷 孝之

ＩＴや情報学が遅れている薬学生に対し基礎力をしっかりていねいに書いてある
薬学科、4年
のでわかりやすい

498.48//Y19

水俣から福島へ : 公害の経験を共
有する

山田 真

498.56//O17

健康栄養学 : 健康科学としての栄
養生理化学

小田 裕昭

499.091//Su96

-

-

国試等の勉強でも使えると思ったから

医療栄養学科、4年

医薬品の安全性と法 : 薬事法学の
鈴木 利廣
すすめ

鈴木先生、水口先生には以前からお世話になっていて、薬害問題を“法学”の
立場から論じる方々の本なので、薬学出身者にはおすすめだから

薬学科、4年

501.1//O55

事例で学ぶ数学活用法

大熊 政明

統計数学を学びたい人向けの本。文章は少々見づらいかもしれないが、内容は
数学科、2年
パッと見、しっかりしていそうなため悪くはないと思う

509.21//F62

日本のものづくりの底力

藤本 隆宏

日常的にお世話になっている「モノ」は一体どのようにして昔から今へ至るのか 社会経済システム学科、1
ということに関心があったから
年

519//A84

グラフィック環境経済学

浅子 和美

経済学部で学ぶことが一通り載っている為

526.67//Sa28

人気ショップのインテリアデザイン

阪口 公子

547.4833//Ta28

Webディレクションの教科書 : デザイ
ナーのためのプロの制作術が身に 高田 信宏
つく

なぜウェブデザインを考えるのかを技術的ではなく、ビジネス的に捉えられるか マネジメント総合学科、3
ら
年

548.2//P27//1

コンピュータの構成と設計 : ハード
ウエアとソフトウエアのインタフェー
ス

Patterson David A.

コンピュータの構成と設計がわかると思ったから

548.2//Sh19

コンピュータ工学への招待

柴山 潔

将来的に趣味の範囲でワークステーションを自作するにあたっての能力を得た 社会経済システム学科、1
いから
年

571//Y24

ものづくりの化学工学 : プロセス・イ
山口 由岐夫
ノベーションを目指して

-

-

571.01//Y89

ベーシック移動現象論

吉川 史郎

-

-

589.2//U19

ファッションビジネスの文化論

内村 理奈

ファッションの歴史が和服から洋服まで細かく書かれていたので卒業論文の参 マネジメント総合学科、3
考に活かせると思ったから
年

616.61//U58

トウモロコシの世界史 : 神となった
作物の9000年

鵜飼 保雄

主食にと幅広く使われているトウモロコシに興味がある

617.6//A41

ハーブの歴史

Allen Gary

自分が興味のある種の本であったため。また他の人も読んで面白い本だと思っ
化学科、1年
たため

645.7//B71

猫的感覚 : 動物行動学が教えるネ
コの心理

Bradshaw John W. S.

ネコの成長過程を通じて人間とどうやって関わっていくか、犬に比べてあまり感
情をあらわにしないネコのミステリアスな部分がこの本を通じて垣間みられたと 薬学科、1年
思います

675//C44

マーケット感覚を身につけよう : 「こ
れから何が売れるのか?」わかる人 ちきりん
になる5つの方法

687.21//C63

航空幻想 : 日本の空は変わったか

中条 潮

704//I81

視覚文化「超」講義

石岡 良治

視覚的観点から現代の文化を知ることができそうだから

マネジメント総合学科、3
年

726.101//Ma13

手塚治虫の芸術

McCarthy Helen 1951-

手塚治虫とくれば入れるしかない

化学科、1年

経済学科、4年

-

-

-

医療栄養学科、4年

Amazonで長い間売り上げTOP１０に入っていた本です。本の良し悪しは別にし
て、この本を通して人は何を求めているのかやその時の社会の流れを感じ取れ
ると思います

-
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-

薬学科、1年

請求記号

書名

著者名

757.8//P65

インテリアデザインの歴史

Pile John F.

780.19//E66

スポーツ遺伝子は勝者を決めるか?
Epstein David
: アスリートの科学

選書理由/おすすめコメント

所属、学年

日常的な生活はどのように移り変り、そして現在に至るのかということに関心を 社会経済システム学科、1
持ったから
年
私はスポーツをやっていました。しかし、負けてばかりだったので才能がないか
らと決めつけていました。だけどこの本をみて、勝てるようにしたいと考えたから 薬学科、1年
です
スポーツ栄養に興味があり、スポーツと薬物の関わりについても知りたいと思っ
医療栄養学科、4年
た

780.19//N77

スポーツにおける薬物治療 : 処方と 日本臨床スポーツ医学会
服薬指導
学術委員会

-

薬学科、1年

スポーツと薬物治療がよく分かると思ったから

807//N87

「グローバル人材」再考 : 言語と教
育から日本の国際化を考える

-

西山 教行

現在の日本の教育のメリット・デメリットを説明した上で、今後グローバル人材を
薬学科、4年
作るにはどのような手段でやるべきなのかを書いてあるから

816//Y31

大学一年生の文章作法

山本 幸司

大学生になると就職などへ近くなるためか「大人」として扱われることが増えた。
我々大学生側も周囲からの「大人」への期待に応えられるよう、まずは言葉から
薬学科、1年
改善していくべきだと思う。そう考えた時、文章作法について書かれたこの本が
役に立ちそうだと思い、これを選んだ

837.8//Ta84

英語のプレゼンテーション : スキル
アップ術

田中 真紀子

今後は英語のプレゼンが求められてくるから

902.3//Ko31

小説への誘い : 日本と世界の名作
120

小池 昌代

日本と世界の名作が簡単にまとめられていて、読書入門書として最適だと思っ
薬科学科、2年
た

910.26//O28

ライトノベルから見た少女/少年小説
史 : 現代日本の物語文化を見直す 大橋 崇行
ために

-

ライトノベルやアニメからたくさん引用があり、論理的に分析されていておもしろ
ビジネス総合学科、2年
いです

ドラマで放送されていたこともあり読みやすいと思います。小説内での表現と比
薬学科、1年
較すると面白いと思います

913.6//I33

銀翼のイカロス

池井戸 潤

ドラマの「半沢直樹」シリーズを本の観点からみられるのはまた異なる感想を抱
薬学科、1年
けるだろうから

半沢直樹の続編のようなものなので話を知っている人は面白いと思います

913.6//Ka95

億男

川村 元気

本屋大賞にノミネートされていて、あまり本を読まない方でも一気に読んだとコメ
ントが書いていたから

913.6//Ma98

さよなら神様

麻耶 雄嵩

-

映画化されていて有名だから
913.6//N58//0

神様のカルテ

社会経済システム学科、1
年

-

薬学科、3年

薬学科、1年

夏川 草介
医療を志す人にも、本が好きな人にも読んでほしい。前作3巻と合わせてオスス
薬学科、3年
メ。

913.6//N81

サラバ!

よくテレビでも紹介されている話題作だから

化学科、3年

本屋で並んでいるのを見たとき、読んでみたいと思ったから

薬学科、1年

西 加奈子

913.6//O54

ナオミとカナコ

奥田 英朗

913.6//Sh82

愛なんて嘘

白石 一文

913.6//Ts44

ハケンアニメ!

辻村 深月

913.6//U36//1

生き残った者

上橋 菜穂子

913.6//U36//2

還って行く者

上橋 菜穂子

-

薬学科、3年

表現しきれない感情を言葉や文で巧みに書かれている作家だと思います。文章
表現の勉強にもなりますし、何よりも未体験のことをなんとなく感じ取れる感覚 薬科学科、2年
や他人も同じような感情を持ったことに気づく安堵感に満たされると思います

-

本屋大賞に選ばれていたから

薬学科、1年

-
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薬学科、3年

薬学科、1年

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

913.6//Y84

満願

米澤 穂信

薬学科、3年

913.6//Y99

本屋さんのダイアナ

柚木 麻子

他の小説ではなかなかみられない「Wヒロイン」の構成を読んでみたいと思った
薬学科、1年
から

915.6//A32

司馬遼太郎東北をゆく

赤坂 憲雄

司馬遼太郎先生の作品に間違いはない！

薬科学科、2年

933.7//Sl

ペナンブラ氏の24時間書店

Sloan Robin 1979-

物語なので読みやすそうだと感じました。内容も面白そうだと思いました

薬学科、1年

以上
※掲載しているコメントはすべて、記載時に、本人より公開の了解を頂いています
城西大学水田記念図書館
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