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007.35//Ta84
GAFA×BATH : 米中メガテックの競争
戦略

田中道昭著 大きな影響力を持つ企業を知ることで世界経済を理解するきっかけになりそう 経営学研究科

007.64//F46
Head Firstはじめてのプログラミング : 頭
とからだで覚えるPythonプログラミング
入門

Eric Freeman著 ; 木下哲也
訳

進学するにあたって必要になると思ったから。 化学科

007.64//U36
ゲーム作りで学ぶはじめてのプログラミ
ング : 初心者でも「コード」が書ける!

うえはら著 中がカラーで印刷されてて細かく書いてあって分かりやすいから 化学科

007.609//R73
IPythonデータサイエンスクックブック :
対話型コンピューティングと可視化のた
めのレシピ集  第2版

Cyrille Rossant著 ; 菊池彰
訳

ちょうどPythonを勉強しようと思っていたところなので 数学科

141.5//F64
100%集中法 : into the zone : 速くて深い!
スマホ・情報過多時代の必須テクニック

藤野敬介著

159//U47 人生から失敗はゼロになる 上杉隆著 人生において失敗とは何か、知りたかったから 社会経済システム学科

159.4//G46
イヤなやつほど仕事がデキる : なぜ
ルールに従わない人が成功するのか

フランチェスカ・ジーノ著 ; 櫻
井祐子訳

タイトルにひかれた。　仕事が出来る人がどんなことを考えているのか知ることが出来ると
ころがオススメのポイントです。

マネジメント総合学科

159.4//O43
仕事で「結果を出す人」と「出せない人」
の習慣 (Asuka business & language
books).

岡村進著

209//B72//1, 2 世界史を作ったライバルたち  上, 下
アレクシス・ブレゼ, ヴァンサ
ン・トレモレ・ド・ヴィレール編
; 神田順子 [ほか] 訳

化学科

210.61//Mi67 フランス革命と明治維新 三浦信孝, 福井憲彦編著 世界史でフランス革命やったから。特に第二共和制の終わりからが面白い マネジメント総合学科

304//A43
ぼくらの直接民主主義! : ロストジェネ
レーションが語る明日の日本

甘野雅彦著 間接より直接の方が国民の意見が確かだと思う マネジメント総合学科

309.021//Ta84
そろそろ「社会運動」の話をしよう : 自分
ゴトとして考え、行動する。社会を変える
ための実践論　改訂新版

田中優子, 法政大学社会学
部「社会を変えるための実践
論」講座編

これから知っていないといけない知識が自分にはまだ全然ないから、知るきっかけになる
と思った。

薬学科

312.27//Ta49
「アラブの春」以後のイスラーム主義運
動

高岡豊, 溝渕正季編著 「アラブの春」自体は有名だがそれ以降の動きをあまり知らないため 化学科

312.53//Ma28
現代アメリカ政治とメディア = Changing
role of the media in contemporary
American politics

前嶋和弘, 山脇岳志, 津山恵
子編著

316.1//L99
監視文化の誕生 : 社会に監視される時
代から、ひとびとが進んで監視する時代
へ

デイヴィッド・ライアン著 ; 田
畑暁生訳

今の社会がまさに監視社会だから情報化が進めば個人の介入が多くなる。 社会経済システム学科

318//Y55
地域政策入門 : 地域創造の時代に  新
版

家中茂 [ほか] 編著
地域とは何か、どのような成り立ちでどういう仕組みかを根本から学び、現代における問
題点を見い出し持続可能な社会へのアプローチの考え方がくわしくのっていたので、私の
ような1年次の人でも手にとりやすいと思ったから

社会経済システム学科

318.6//H38 地方創生 : これから何をなすべきか 橋本行史編著 現代政策学部なので政治のジャンルを知りたいと考えたから。 社会経済システム学科

331//Y43 ディズニーで学ぶ経済学 山澤成康著
データとともに経済関係、財政などを学べて、経済学という難しいが、ディズニーという
テーマだと楽しく学べると感じた。

社会経済システム学科

332.1//Y67
経済成長の誕生 : 超長期GDP推計の改
善方向  (神奈川大学経済貿易研究叢
書 ; 第32号).

谷沢弘毅著 経済学部として読んでみたいと思いました。 経済学科

332.06//Z4
資本主義って悪者なの? : ジグレール教
授が孫娘に語るグローバル経済の未来

ジャン・ジグレール著 ; 鳥取
絹子訳

334.41//To35
地方発外国人住民との地域づくり : 多
文化共生の現場から

徳田剛, 二階堂裕子, 魁生由
美子編著

日本においては、外国人旅行客の受け入れに力を入れており、また、今後日本人の人口
減少が懸念される中、どのように共生していくのか問題と解決方法が書かれていた。

社会経済システム学科

335//To46
起業と経営の基本知識がわかる本 : 弁
護士による実践書  第2版

東京弁護士会親和全期会著
講義などではあまり扱われなかった分野であったため基本的な知識を得ることができるの
は得であり弁護士による実践書でもあるため、信用ができると思ったから

社会経済システム学科

336.2//Ku55
「やること地獄」を終わらせるタスク管理
「超」入門  (星海社新書 ; 147)

倉下忠憲著 勉強のやる事を管理し、処理できるようになりたいから マネジメント総合学科

336.3//H11
オーセンティック・リーダーシップ (EIシ
リーズ : Emotional intelligence).

ハーバード・ビジネス・レ
ビュー編集部編 ; DIAMOND
ハーバード・ビジネス・レ
ビュー編集部訳

自分にはなかった物の見かたがわかりました。 マネジメント総合学科

336.49//Ko89 勝者のプレゼン 小杉樹彦著
プレゼンテーション能力は今後必要になると思う。インターネットの時代でも言葉で人を動
かせるようになりたい。

経済学科
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336.83//Sh86
AI技術による倒産予知モデル×企業格
付け

白田佳子著
近年AIの技術が急速に発達していく中で、誰もが精度の高い企業格付けを行うことができ
る実践方法がわかりやすく書かれていてとてもためになる本でした。

社会経済システム学科

336.84//Sa47 管理会計  第7版 櫻井通晴著 管理会計の全てがこの一冊に！！ 研究科ビジネスイノベーション

336.97//Ki85
会計不正の予防・発見と内部監査 : リス
ク・マネジメントとガバナンス強化に向け
た活用

清原健 [ほか] 編著 ; 南部
芳子 [ほか] 著

336.97//Ku45
公認会計士の「お仕事」と「正体」がよ～
くわかる本  第2版 (本当のところどうな
の? 本音がわかる!仕事がわかる!)

国見健介著
理：勉強していても監査基準上の規則により、説明できない事が多く、一般に書籍化され
ているものは少ないです。なので、読みたいと思った。
お：実務を想像しながら勉強できる

マネジメント総合学科

338.23//V43
黒い匣 : 密室の権力者たちが狂わせる
世界の運命 : 元財相バルファキスが語
る「ギリシャの春」鎮圧の深層

ヤニス・バルファキス著 ; 朴
勝俊 [ほか] 訳

おもしろそうなタイトルだから マネジメント総合学科

345.12//Ta87 基礎から学べる租税法  第2版 谷口勢津夫 [ほか] 著 これから租税法を学びたいから マネジメント総合学科

361.04//I24
ポスト3・11のリスク社会学 : 原発事故と
放射線リスクはどのように語られたのか

井口暁著 あらためて放射線の危険性について考えさせられる本 薬学科

361.5//Y71
多文化共生社会に生きる : グローバル
時代の多様性・人権・教育

李修京編著 いろいろな分野の国のことを紹介しておもしろいと思います。 社会経済システム学科

361.8//Ki22
学歴と格差・不平等 : 成熟する日本型
学歴社会  増補版

吉川徹著 今の世の中学歴と格差というのが明確化しているので。 経済学科

366.3//P49 ブラック職場があなたを殺す
ジェフリー・フェファー著 ; 村
井章子訳

371.4//A47
なぜヒトは学ぶのか : 教育を生物学的
に考える (講談社現代新書 ; 2492).

安藤寿康著 タイトルがインパクト大だったから 化学科

371.47//Ka72 思春期学 笠井清登 [ほか] 編

マージナルマンを経て、より一層社会への帰属的意識が深まっていく中で、身体・社会背
景そして私達の存在そのもの（アイデンティティ）である心から、私達大学生の立ち位置を
知ることは、これからのライフステージにおいてもおおいに役立つであろう。依存症患者の
脳の構造（ｐ266）が私にとっては興味深かった。

社会経済システム学科

383.83//Ka16
食で読み解くヨーロッパ : 地理研究の現
場から

加賀美雅弘著

410//Ma85 大学数学ことはじめ : 新入生のために
東京大学数学部会編 ; 松尾
厚著

高校で数Ⅲをやっていなかったけど、解法や注意点などが書いてあり分かりやすかった。 化学科

410//N55
ライブ講義 : 大学1年生のための数学入
門

奈佐原顕郎著 文系の数学が苦手な方でも簡単にできそうだと感じたからです。 経済学科

410.2//Sn
図説世界史を変えた数学 : 発見とブレイ
クスルーの歴史

ロバート・スネデン著 ; 上原
ゆうこ訳

同じような本は図書館にあるが特に分かりやすかった 数学科

410.7//Sa91
この数学,いったいいつ使うことになる
の?

Hal Saunders著 ; 森園子, 猪
飼輝子, 二宮智子訳

ただ学習してきた数学の部野を使う職業に関連して書いてある点 数学科

410.79//Si8
シングマスター教授の千思万考パズル
ワールド

David Singmaster著 ; 川辺治
之訳

小説や参考書だけではなく、本で遊べるのも良いと思ったから。 化学科

413.3//Sa25 理工系要論微分積分 齋藤誠慈, 近藤弘一共著 微分積分が好きだから 数学科

417//Ku77 ネコとはじめる統計学 黒瀬奈緒子著 統計は社会に出て使う物だし何よりもネコが好きだから 経済学科

420//Y86//1, 2
はじめて学ぶ物理学 : 学問としての高
校物理  上, 下

吉田弘幸著 物理の本にしては読みやすそうだったから。 社会経済システム学科

457.89//Th3
歩行するクジラ : 800万年で陸上から水
中へ

J.G.M.シューウィセン著 ; 松
本忠夫訳

タイトルの名前もインパクトがあり海洋生物のなりたちもかかれていておもしろかったから 化学科

469.2//R52 人類の進化大図鑑
アリス・ロバーツ編著 ; 黒田
眞知, 森冨美子訳

フルカラーで見てて飽きなく、どの様に進化していったのかが分かりやすかった。 薬学科

471.9//Ka92 毒毒植物図鑑 : 自然と生きる基礎知識 川原勝征写真と文 もともと図鑑を見るのが好きだったから。個人的には、52ｐのアマリリスが好き。 社会経済システム学科

474.85//Y98
よくわかる日本のキノコ図鑑  ハンディ
版

ユニバーサル・パブリシング
編集製作
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489.6//Ka79
イルカ概論 : 日本近海産小型鯨類の生
態と保全

粕谷俊雄著 イルカがいい マネジメント総合学科

492.3//U27
処方箋の“なぜ"を病態から推論する :
病態がわかると服薬指導が変わる!

宇高伸宜, 岸田直樹著

492.31//Se24 抗菌薬おさらい帳  第2版
関雅文編著 ; 石坂敏彦 [ほ
か] 著

抗菌薬について詳しく学べそう。薬学系の本を増やして欲しい。 薬学科

493.92//O42
初期研修医・総合診療医のための小児
科ファーストタッチ

岡本光宏著 興味のあることだったから マネジメント総合学科

493.123//J78
忙しいあなたのための時短カンタン糖尿
病ごはん (作りおきシリーズ . 食事療法).

女子栄養大学栄養クリニック
監修

親が糖尿病なので自分も気を付けたいと思ったから。 化学科

498.36//D83
ベッドにいてはいけない : 不眠のあなた
が変わる認知行動療法

土井貴仁著

498.36//L71
世界最高のスリープコーチが教える究
極の睡眠術

ニック・リトルヘイルズ著 ; 鹿
田昌美訳

最近きちんとした生活習慣を送れていないので。この本を読んで、自分の睡眠が改善され
そうな気がするので、この本を選びました

マネジメント総合学科

498.36//Ma81
上質な眠り : 睡眠障害の9割を改善した
女性漢方医が教える

松本有記著 大学生は多忙だから、質の良い睡眠をちゃんととってほしいと思ったから。 マネジメント総合学科

498.36//N85
スタンフォード大学教授が教える熟睡の
習慣 (PHP新書 ; 1173)

西野精治著

498.36//W36 睡眠こそ最強の解決策である
マシュー・ウォーカー著 ; 桜
田直美訳

498.583//N77 減塩のすべて : 理論から実践まで
日本高血圧学会減塩委員会
編集

最近、食事に気を付けているから 化学科

657.82//O73
おいしいきのこ毒きのこハンディ図鑑 :
北海道から沖縄まで、各地のきのこ365
種を紹介

大作晃一, 吹春俊光, 吹春公
子著

きのこいっぱいあって知識増える 社会経済システム学科

673.97//W45
アンジャッシュ渡部の大人のための「い
い店」選び方の極意  (SB新書 ; 422)

渡部建著

689.04//N83
フィールドから読み解く観光文化学 : 「体
験」を「研究」にする16章

西川克之, 岡本亮輔, 奈良雅
史編著

観光にはメリットしかないのかと思ったが色々なデメリットがあると研究にもとづいて書か
れている本です。

化学科

689.5//A62
ディズニーランドの社会学 : 脱ディズ
ニー化するTDR (青弓社ライブラリー ;
88).

新井克弥著 ディズニーがテーマで、社会学をよく知らない人にも分かりやすいと思ったから。 マネジメント総合学科

689.5//Ka31
ディズニーを知ってディズニーを超える
顧客満足入門

鎌田洋著

699.39//Ka86
会話は、とぎれていい : 愛される48のヒ
ント

加藤綾子著 社会に出た際や人間関係をより良くする際に役立ちそう 数学科

779.9//Ke35 ウチら棺桶まで永遠のランウェイ kemio著 kemioの生き方が大好きだから。考え方も好きでkemioのエッセイにとてもひかれたから 社会経済システム学科

780//Ko21//3
打つ・みせるニュースポーツ (NEWス
ポーツを学ぼう! : どうやって生まれた?ど
んなスポーツ?どこがおもしろい? ; 3).

高橋義雄監修 ; こどもくらぶ
編集

生涯スポーツ論で出てきたスポーツがあり、さらに面白そうなスポーツがたくさんあったか
ら。

経済学科

780.1//Ki28 スポーツの思想
菊本智之編著 ; 前林清和,
上谷聡子著

スポーツが好きだから 経済学科

780.1//Ko73 スポーツ倫理  改訂 近藤良享著 スポーツの事やオリンピックの事や色々な事が書いてあった。 マネジメント総合学科

780.13//Ma76 スポーツまちづくりの教科書
松橋崇史, 高岡敦史編著 ;
笹生心太 [ほか] 著

スポーツをきっかけにまちづくりが発達するといいと思った ビジネス総合学科

780.13//Sa85
スポーツ雑誌のメディア史 : ベースボー
ル・マガジン社と大衆教養主義

佐藤彰宣著
副題にベースボールマガジン社とはいっていて、自分の高校のOBの人が社長をしている
ので気になった。

社会経済システム学科

780.69//B69 オリンピック秘史 : 120年の覇権と利権
ジュールズ・ボイコフ著 ; 中
島由華訳

この本を読んで、オリンピックに対する考えが変わると思った。2020年にオリンピックに向
けての知識を高められると思った。オリンピックについてレポートを書いている生徒にはい
い本だと思った。

経済学科

780.69//F73
オリンピック101の謎  (新潮文庫 ; 11039,
ふ-56-1).

吹浦忠正著 来年オリンピックがあるから 経済学科
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780.69//Ko39
「ニッポン」のオリンピック : 日本はオリン
ピズムとどう向き合ってきたのか

小路田泰直, 井上洋一, 石坂
友司編著 ; 和田浩一 [ほか
著]

オリンピックが近いため 経済学科

780.7//N77 スポーツトレーニングの常識を超えろ!
日本トレーニング指導者協
会編著

スポーツに興味があるから ビジネス総合学科

783.1//Ko92
バスケセンスが身につく88の発想 : レブ
ロン、カリー、ハーデンは知っている

小谷究, 網野友雄著
バスケについての知識がいっぱいあるから、そして、NBAの選手たちの看板動作もよく分
析した、バスケットボールをする人にはとても役に立つと思います。

社会経済システム学科

798.5//N46
ゲーム学の新時代 : 遊戯の原理AIの野
生拡張するリアリティ

中沢新一, 中川大地編著 ;
遠藤雅伸  [ほか] 著

普段なにげなくやっているゲームについて書かれているのに興味をもち選びました。 経済学科

798.5//Ta16 1億3000万人のためのeスポーツ入門 但木一真編著

816//Se58 心を動かす無敵の文章術 千田琢哉著

913.6//A92 火のないところに煙は 芦沢央著 本屋大賞ノミネート作品だったから！ 薬学科

913.6//E44 彼女たちの場合は 江國香織著

913.6//H66//読売
文学

ある男 = A man 平野啓一郎著 あらすじを見て興味を持ちました。「ある男」とは！？ 社会経済システム学科

913.6//I68 フーガはユーガ 伊坂幸太郎著 以前書店で見つけ、読みたいと思ったから。 マネジメント総合学科

913.6//I68 シーソーモンスター 伊坂幸太郎著
伊坂さんの本の中の世界観が元々好きで、さらに文芸書なので、落ち着いて読むには最
適だと思ったから

経済学科

913.6//Mi39 未来 湊かなえ著 湊かなえさんの世界が好きだから。人間の感情の動きの描写が絶妙だから。 薬学科

913.6//Mi67 愛なき世界 三浦しをん著 面白い小説をたくさん書いている作者だったので。 経済学科

913.6//Mo54 熱帯 森見登美彦著
理由：森見登美彦さんの作品が好きだから。おすすめ箇所：少し読んだだけですが、伏線
がかなり張られるような作品だと思います。今後が楽しみです。話がどうつながるか今か
ら楽しみです。

薬学研究科

913.6//Su63 麦本三歩の好きなもの 住野よる著 おびの「図書館勤務の20代女子」が知りたいと思ったから マネジメント総合学科

913.6//Ts44 傲慢と善良 辻村深月著

913.6//Ts74 ディス・イズ・ザ・デイ 津村記久子著 サッカーファン・サポーターが楽しく読めそう 化学科

913.6//U36 水底の橋 上橋菜穂子著 上橋菜穂子さんが大好きでよく読むから。 薬学科

916//R27
レンタルなんもしない人のなんもしな
かった話

レンタルなんもしない人著

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
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