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「ごはん」は最後に食べなさい 麻生れいみ マガジンハウス 2018.11

ダイエットって、難しいですよね。自分の食べたいものを制限しなきゃいけない。でも、たと

え成功したとしてもリバウンドしたらどうしようとか悩んでしまう方はたくさんいらっしゃる

ことだと思います。やっぱり重要なのは食事のコントロールみたいです。カロリーももちろん

重要なんですが、それ以外にも”糖質”とは何なのか、それを知ることで成功率は段違いに上が

ります。その秘密、知りたいと思いませんか？

経営学部4年

「てんかん」のことがよくわかる本 （健康

ライブラリー）
中里信和 講談社 2017.6

近年ニュースや雑誌などでよく耳にする「てんかん」という病気。乳児から高齢者まで人口の

約1%にみられ、発作をくり返す慢性的な脳の障害「てんかん」。もしかしたらこの先、街中で

てんかんによる発作で苦しんでいる人を見かけるかもしれません。この本は発作の現れ方から

対処法・治療法まで、てんかんへの理解を深めるための正しい知識を、イラストを用いてわか

りやすく解説している本です。

薬学部薬科学科4年

「ファミマ入店音」の正式なタイトルは

「大盛況」に決まりました
西村まさゆき 笠倉出版社 2016.7

ふぁみふぁみふぁみーま♪ふぁみふぁみまー♪ふぁみふぁみふぁみーま♪ふぁみふぁみまー♪

100％知らない人はいないと思われるこの音楽。タイトルがあって、名前は大盛況です！知っ

てましたか？そして実はこの曲名、作曲者ではなく、とあるブロガーが作曲者に持ちかけて決

まったものなんです。そしてこの本はそんな面白おかしなことをしている@niftyのとあるライ

ターさんが書いた評判の良かった記事を集めた本で、ネタの拾い方や自己表現のヒントがたく

さん載っています。動画やブログをやっている人、フォロワー数などを伸ばしたいと思ってい

る方におすすめです！

薬学部薬科学科4年

「食品ロス」をなくしたら１か月5，000円

の得！
井出留美 マガジンハウス 2019.6

大学生になって、一人暮らしをする学生も多いと思います。一人暮らしでかかる生活費の中で

食費は大きいな比率を占めます。この本を読めば「食品ロス」をなくし、1ヶ月5,000円得する

ことができるかもしれません。そうです！1年間で6万円です！皆さんもこの本を読んで、暮ら

しを豊かにしていきましょう！

経営学部4年

「孫子の兵法」がわかる本 電子書籍版 守屋洋 三笠書房 2017.5
人生一度は聞いたことがある「孫子の兵法」。勝つためには、何をすればよいか。その答えが

この本に書いてある。少し言葉が難しいが、全部読まなくとも、気になるものだけ読むのでも

十分であろう。(ﾒ￣ー￣）ヶ ･････････ ｽﾞﾄﾞｰﾝ

経営学研究科

ビジネス・イノベーショ

ン専攻1年

「勉強嫌い」が治る本 多湖輝 ゴマブックス 2014.8

勉強好きな人ーって聞いたとき、元気な声で「はい！」を言える子、少ないですよね。なんで

勉強をしたくないのかという視点を、どうしたら勉強をやりたくなるのかという視点に変えて

みると、今までとは違った方法を思いつくかもしれません。たとえば、勉強をゲーム感覚でや

らせてみると、案外上手く食いつくかもしれませんよね。そんなたくさんの方法をまとめた一

冊がこちらになります。

経営学部4年

12歳からはじめるゼロからのPythonゲーム

プログラミング教室
大槻有一郎 ラトルズ 2017.5

新入社員にプログラミングの勉強としてPythonを学ばせる企業があるそうです。他のコン

ピューター言語より簡単な構造なので、初学者～中級者にはおすすめの本だと思います。

経営学研究科

ビジネス・イノベーショ

ン専攻1年

ｅスポーツの爆発力（週刊ダイヤモンド特

集BOOKS Vol.391）
ダイヤモンド社 ダイヤモンド社 2018.7

現在話題のeスポーツの特集記事になっています。eスポーツの魅力や日本での様子などを写真

やグラフなどを使用して解説しています。様々なゲームタイトルが出てくるのでもしかしたら

知っているゲームタイトルの様子を知ることができるかもしれません。他にも今抱えている、e

スポーツの課題などを知ることができるので、eスポーツに興味がある人にはぜひ見てほしい内

容になっています。eスポーツを知らない人もこの特集を読んで少しでも興味を持って欲しい一

冊になっています。

経済学部4年

eスポーツ論 筧誠一郎 ゴマブックス 2018.8

eスポーツの概要・歴史・日本での広まり・大会の様子など、今話題となっているeスポーツを

様々な視点から見ることができる内容になっています。最後には、eスポーツが五輪正式種目に

なる可能性などが解説されており、これからの未来がとても楽しみになる内容にもなっていま

す。eスポーツがそもそもどんなものなのか知りたい人や、実際にゲームで遊んでいる人にお勧

めの一冊となっていますので是非ご一読ください。

経済学部4年

ＩＱも才能もぶっとばせ！やり抜く脳の鍛

え方
茂木健一郎 学研 2017.5

真の才能とは、結果が出るまでやり抜く努力ができる「脳の筋力」である。出来ないことを出

来るようにするために、何度も繰り返して脳に負荷をかけ続けることにより、脳の神経回路が

鍛えられる。同じ分野や同じことを愚直に1日1日の時間を使って繰り返すことは、簡単なよう

でなかなか出来ない方も多いのではないだろうか。何かに打ち込んでいる方、打ち込みたい方

は必見です！

経営学研究科

ビジネス・イノベーショ

ン専攻2年

Xの悲劇
エラリー・クイー

ン

グーテンベルク

21
2003.1

エラリー・クイーン著作の「レーン四部作」の1作目にあたります。とある列車で起きた狡猾な

殺人を皮切りに次々起こる奇怪な事件を、探偵役のドルリー・レーンが鋭い洞察力で犯人を見

つけるというミステリーファンなら喜ぶ王道なシナリオとなっています。このシリーズは「は

じめから4部作構想で書かれた作品だ」と推察されるほど、「4巻」で完成される作品群です。

Xの悲劇を読んだ方は是非とも『最後の悲劇』まで読んでほしいというのが私の願いです。

経済学部3年

Yの悲劇
エラリー・クイー

ン

グーテンベルク

21
2003.1

「推理小説の技巧の頂点」とも言われている作品が『Yの悲劇』です。盲目で聾唖の女性をは

じめとする奇人、変人からなる一家の中で起こった殺人をドルリー・レーンが解決する、

「レーン四部作」の中では少し空気感の違った作品だと思います。おそらく一回読んだだけで

はこの作品の本当の内容を理解することは難しいと思うので、読み終わった後にネタバレを調

べることを強くおすすめします。

経済学部3年

城西大学水田記念図書館 学生選書2020 選書一覧
実施年月日：2020年6月4日～19日
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Zの悲劇
エラリー・クイー

ン

グーテンベルク

21
1999.9

「X、Yの悲劇」から10年以上経過した時間軸での物語です。この作品だけでも楽しめるのです

が、「X、Yの悲劇」を読まずに「Zの悲劇」を読むと面白さの半分以上を損なうことでしょ

う。それは10年という歳月が生んだ、登場人物の位置づけの変化によるものが一番大きいと思

います。「Zの悲劇」は「X,Yの悲劇」と「レーン最後の悲劇」の「つなぎ」の役割を持った作

品というのが私の認識です。

経済学部3年

あらすじとイラストでわかる般若心経 （文

庫ぎんが堂）
知的発見!探検隊 イースト・プレス 2013.9

「どんなお経か全然知らない！」という人でも般若心経という名前だけならどこかで聞いたこ

とがあるのではないでしょうか？なぜなら日本で一番有名だとも言われているお経だからで

す。このお経２６２文字にこめられた仏の教えの真髄をイラストや写真とともにわかりやすく

解説しています。

理学研究科

物質科学専攻2年

エムバペ 19歳で世界を獲った男

ルーカ・カイオー

リ, シリル・コ

ロー, タカ大丸

扶桑社 2018.10

4年に1度のワールドカップを制し、さらには19歳という若さで出場し大活躍！最優秀若手選手

に選ばれたエムバぺ選手。そんなエムバペ選手のこれまでの育った環境やどのような道を辿っ

てあのように成功したのかが記されている、サッカー好きにはたまらない一冊になっていま

す！ぜひこの本を読んでエムバペ選手を好きになってください！

経営学部4年

オトナ女子の不調をなくすカラダにいいこ

と大全
小池弘人

サンクチュアリ出

版
2015.11

女子の天敵「冷え」の解消方法から始まり、「食事」や軽い「運動」について、さらには

「心」のバランスを保つ方法まで、イラスト付きで分かりやすく書かれています！全て真似す

るのは大変なので、１つのことを取り入れるところから始めることをお勧めします。カラダに

良いと思ってやっていたことが、実は間違いだったりするかも…？

現代政策学部4年

ガイドブックには載っていない 本当は怖

い沖縄の話
神里純平 彩図社 2015.9

沖縄といえばきれいな海と温暖な気候、シーサーにゴーヤーチャンプルー・・・だけでしょう

か？たとえば米軍基地の中で売られているもの、昔あった沖縄独特の刺青、お酒の飲み方など

には興味はありませんか？本書はひとつひとつのテーマが読みやすい⾧さで、筆者の体験をも

とに書かれています。怖いというよりは少し刺激的といった内容です。

理学研究科

物質科学専攻2年

これから始める人の簿記入門 佐々木理恵 新星出版社 2015.2

大学生活を送る方の中には簿記を勉強している方もいると思います。その中でも簿記を苦手と

している方にこの本をおすすめします。この本では簿記の基礎知識をイラストなどを交えなが

ら、分かりやすく説明しているため、頭に入りやすいです。簿記に興味のある方にはおすすめ

の一冊だと思います。

経営学部4年

コレだけは知らなきゃヤバイよ!会計 中尾篤史 すばる舎 2011.4

「会計は地味でつまらない学問である」という感覚は多くの人がいだいている正直な気持ちだ

と思います。しかし、最近では決算書が読めないようでは昇格できない会社などもあるよう

に、会計は生きていくために避けられない道具でもあります。この本は、生活に散りばめられ

た様々な視点に置き換え親しみが持てるような説明になっており、会計がつまらない学問であ

るという感覚がある人でも読みやすい本となっています。ぜひ読んでみてください！

経営学部4年

サクサクわかる現代史 （メディアファクト

リー新書）
青木裕司 KADOKAWA 2013.12

世界の情勢は日々刻々と変化しています。それを理解するために現代史の理解は欠かせないも

のとなっています。この本ではイラスト、キーワード毎の解説、地図などわかりやすい構成で

現代史を理解することができます。独特のストーリーで展開されるイラストは国ごとに分かれ

た個性的なキャラクターが多く、各国の特徴を理解することができます。現代史が好きな人に

もおすすめの一冊になっているので是非ご一読ください。

経済学部4年

サッカー 鉄壁ディフェンス 岩政大樹 学研 2018.8

あの守備で有名な元鹿島アントラーズの岩政選手が書いた本です！守備のときのステップや

フォーム・一対一の守備の場面やクロス・二対二の守備の場面など、様々なシチュエーション

の守備について、写真で分かりやすく説明されています。とても参考になる本です！これを読

めばサッカーの守備は全部マスターできちゃうかも！サッカーをやってる人は是非！

経営学部4年

スープの教科書 新装版 川上文代 新星出版社 2018.9

皆さんが気軽に使っているであろう粉末のだしの素や固形のコンソメスープ等は、意外と手間

と時間のかかる料理の下ごしらえです。しかし、料理は下ごしらえが命という方もいらっしゃ

るように、じっくり時間をかけ、手間を加えた料理は、手軽さこそないものの、一風変わった

美味しさを舌に残していくことでしょう。そんな奥深いスープの解説書がこちらになります。

少しの工夫で味が激変する世界です。さぁ、一緒に料理を始めてみませんか？

経営学部4年

スタイルズ荘の怪事件
アガサ・クリス

ティ

グーテンベルク

21
2003.5

「そして誰もいなくなった」で有名なアガサ・クリスティのエルキュール・ポアロシリーズの1

作目であり、処女作にあたります。ポアロの友人のヘイスティングズが旧友の招待でスタイル

ズ荘を訪れるところから物語は始まります。アガサ・クリスティが描く、登場人物の心情のリ

アルさを楽しんでもらえることと思います。

経済学部3年

すみっコぐらしのことわざ１０８
有沢ゆう希, サン

エックス
講談社 2018.6

誰もが知っていることわざの意味と成り立ちを、可愛いすみっコのイラストとともに学べま

す。ことわざもその意味も知っているが、なぜそう言われるようになったかは案外わからない

ものではないでしょうか？頭を隠してお尻を出していたのは誰でしょうか？

理学研究科

物質科学専攻2年

ディズニーに行く前に知っておくと得する

66の知識
みっこ 文響社 2015.5

日本に東京ディズニーリゾートができて30年以上。皆さんが一度は行ったことがあるであろう

夢の国。しかし、パークに「詳しい人」は得をし、「詳しくない人」は損をするという差があ

るようです。この本を読めば、その差を埋めることができるかもしれません。思う存分楽しん

だり、効率的に遊んだり、素敵な思い出を作ったり、今までとは違った新しい目線でディズ

ニーを楽しみたい人におすすめの本です。

薬学部薬科学科4年
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なぜ日本の当たり前に世界は熱狂するのか

（角川新書）
茂木健一郎 KADOKAWA 2019.5

私たちの「当たり前」は、いつ、どこで生まれたのか？日本の「当たり前」を知ることは、日

本人の本質について問いかけることが大事である。世界とは違う日本の意識や世界観。メイド

インジャパンの数々。日本の歴史の視点や文化の視点、日本人の脳の視点等様々な視点から考

察しています！ラーメン次郎の呪文のようなトッピングもこうした成り立ちから「当たり前」

になったのかもしれません（笑）。

経営学研究科

ビジネス・イノベーショ

ン専攻2年

なんにもしたくない! 森川那智子 すばる舎 2011.6

皆さんは「疲れた！」「もう嫌だ！」「なんにもしたくない！」と思う時はありますか？人間

誰しも感じたことがあるであろうこの感情。嫌だと思っていることを続けていると心も身体も

パンクしてしまいます。そんな時は心のつぶやきに耳を傾け、なんにもしたくない時は「なん

にもしないエクササイズ＝瞑想」をやってみませんか？目を閉じて自分の内側に耳を傾けてみ

ましょう。そしてこの本を読んでちょこっと自分をお休みさせてあげませんか？

薬学部薬科学科4年

パソコン・スマホの「疲れ目」「視力低

下」驚異の回復法 電子書籍版 （知的生きか

た文庫）

中川和宏 三笠書房 2013.3

パソコンやスマホで授業を受けたり、課題をこなしたり、ゲームをしたり…。目、疲れてませ

んか？この本では、今すぐにでも取りたい目の疲れに効果的な「眼球フィットネス」や、「視

力を取り戻す」方法、さらには「食習慣」による視力回復方法など、様々な健康法がイラスト

付きで掲載されています！疲れ目だけでなく、ドライアイまで解消できるかも…？

現代政策学部4年

プレッシャーを味方にできる人50の方法 電

子書籍版 （知的生きかた文庫）
伊庭正康 三笠書房 2013.7

誰しもプレッシャーを感じる場面に遭遇したことがあると思います。そんな時どんな行動をす

ればいいのか、どんな方法があるのかがわかる本です。50項目にまとめられていて、ポイント

がしっかり説明されているので、とても分かりやすい本になってます！是非読んで実際の生活

で活用してみてください！

経営学部4年

ヘンな校則 ヘンな校則研究会 イースト・プレス 2010.10

皆さんは学校生活を送ってきた中で「なんでこんな規則があるのか」と思ったことはありませ

んか?校則の中にはそのようなものも多くあります。この本では思わず笑ってしまうような学校

の校則をイラストなどを交えて紹介しています。ですので読書が苦手な方でも気軽に読めるの

で、興味のある方は是非読んでみてください。

経営学部4年

みんなが選んだ 楽天レシピの絶品おかず

100選

ブティック社編集

部
ブティック社 2015.9

最近、家にいることが多く、料理を担当する日が増えました。同じようなレパートリーなた

め、そろそろ新規開拓しようと考えていました。人生と食卓に彩を！(; ･`д･´)

経営学研究科

ビジネス・イノベーショ

ン専攻1年

メモリアル病院の5日間 シェリ・フィンク KADOKAWA 2015.5

アメリカで2005年に発生した大型ハリケーン、カトリーナを記憶している方は多いのではない

でしょうか。メモリアル病院は、当時カトリーナによる大災害の渦中にあり、医療設備に大損

害を受けた病院です。救援が来るまでの間、助かる見込みのない患者さんに対して、命の選別

が行われました。その前後5日間を物語にしたのがこの本です。その内容だけでも衝撃的です

が、この本の面白いところは、実際のデータや記録を用いつつも、ナラティヴジャーナリズム

の精神で物語調に綴られていることです。

薬学部薬学科6年

ゆるパイ図鑑 藤井青銅 扶桑社 2014.8

「夜のお菓子」といえばそう！うなぎパイです。あの濃厚なバターの香り、パイ全体を包むあ

ま～いコーティング、サクサクと口の中でほどけていく食感は１度食べたら忘れられません。

実は日本のおみやげには、その土地の名物をパイに練りこむという傾向があるんです！うなぎ

パイだけじゃない日本のご当地パイを形までしっかり解説しています。おなかがすいている時

は要注意かも。

理学研究科

物質科学専攻2年

リバウンドしない収納はどっち? 須藤昌子 KADOKAWA 2018.2

大学生になって、一人暮らしをする学生も多いと思います。初めての一人暮らし、皆さんの家

は散らかってはいないでしょうか？かく言う私は、初めは頑張ってはいても、だんだん雑に収

納するようになって、部屋が散らかってしまうことが多々あります…。この本を読んで、皆さ

んもリバウンドしない収納方法を身につけて綺麗な部屋で生活しましょう！

経営学部4年

宇宙に「終わり」はあるのか （ブルーバッ

クス）
吉田伸夫 講談社 2017.3

宇宙の歴史は、138憶年前のビッグバンを出発点とし、太陽系が形成され、やがて人類が繁栄

する現在に至っている。この書は、ビッグバンの混沌から始まりビッグウィンパーの静寂に終

わる宇宙の全歴史を、俯瞰的に眺める試みをしている。そこで、ビッグバンの不自然さや元素

はいかにして合成されたのか？暗黒エネルギーの存在やブラックホールの存在、星の寿命につ

いて知りたい方。「終わり」への仮説が考察されています！

経営学研究科

ビジネス・イノベーショ

ン専攻2年

会話を豊かにする四字熟語 江藤蓮 ゴマブックス 2019.7

四字熟語って、かっこいいですよね。上手く使えると頭が良く見えそうな感じがするし、出来

るような人に見える、まさに一石二鳥じゃないですか。それに、意外な発見もあるというもの

です。椀飯振舞という四字熟語は、「おうばんぶるまい」と読むのですが、漫画とかでよく目

 にしますよね。……あれ、しない？

……まぁそれはそれ、これはこれ、ここらでとりあえず心機一転、精神統一、日進月歩、あな

たも四字熟語を学んでみませんか？

経営学部4年

絵でわかる感染症 岩田健太郎 講談社 2015.1

現在、新型コロナウイルス感染症が世界中の国々で問題になっています。様々な情報が入り乱

れる中、たくさんの情報から正しい情報を読み取るためには、まず感染症への知識を深める必

要があります。この本ではイラスト付きでとても分かりやすく感染症への知識を深めることが

できます。今まで無関心だった人や、感染症とはそもそも何か知りたい人、ニュースなどで取

り上げられる話題を正しく理解したい人にお勧めの一冊となっています。

経済学部4年

学生時代にやらなくてもいい20のこと 朝井リョウ 文藝春秋 2014.2

『桐島、部活やめるってよ』『何者』でお馴染みの直木賞作家・朝井リョウの、早稲田大学文

化構想学部在学中の体験を綴ったエッセイ。第一声、「私はお腹が弱い。」から始まるこの

エッセイは、ほぼ笑いながら、すらすらと読み続けることができる。20のエピソードを読ん

で、真似はせずとも、読者には楽しい学校生活を送ってほしいと思う。

現代政策学部4年
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漢方薬でがん治療はもっと楽になる （健康

ライブラリー）
星野惠津夫 講談社 2018.4

漢方薬（漢方医学）は西洋医学とは異なり、個人そのものの免疫を強化することに重点を置い

ています。病気の原因を取り去ることも大切ですが、免疫力が十分でないと治療が⾧引いた

り、慢性化もしくは治療後でも再発したりします。それは癌細胞に対しても同じで、この本で

は漢方を使って癌になるリスクを回避したり症状や副作用を緩和するヒントが示されていま

す。

薬学部薬科学科4年

緩和ケアという物語 岸本寛史 創元社 2015.12

昨今、NBM(Narrative-Based Medicine)という言葉が注目の的となっています。人間一人一

人が持つ人生としての物語(Narrative)を患者さんから汲み取ることで、病気になった背景や人

生観を理解し、今後の治療方針を考えていくアプローチです。この本は、緩和ケアを受ける患

者さんに対する取材を基に、人それぞれの様々な思いや、葛藤が文章化されています。勉強の

し過ぎで頭が固まってしまったときは、人の感情に触れたこの本を手に取ってみてはいかがで

しょうか。

薬学部薬学科6年

記憶力を強くする （ブルーバックス） 池谷裕二 講談社 2014.7

試験勉強などの覚えなければならないこと。雑学など覚えていて損はないもの。私も試験前に

は頭に単語を叩き込んでいました。記憶力が優れている人は羨ましいですよね～。記憶に関す

る脳科学の研究を、歴史に沿ってわかりやすく紹介しながら、科学的に記憶力を高めるための

具体的な方法を伝授する、そんな本です。記憶力を高めたい方！！ぜひ読んでみてください！

薬学部薬科学科4年

起業家はどこで選択を誤るのか
ノーム・ワッサー

マン
英治出版 2014.1

皆さんは起業するときに大切な物って何だと思いますか？どんな製品やサービスを作って、い

かに収益を上げていくかという「事業の問題」(ビジネスプラン)について詳しく考える一方

で、どんな組織にしていくかなどの「人の問題」について考える起業家は少ないといいます。

「人の問題」は事業の成否に大きく影響を与え、誤ると築いてきたプランが全て台無しになる

恐れさえあります。起業を考えている人には是非一度は読んでおいてほしい本です。

経営学部4年

恐竜最強王図鑑 電子版 （最強王図鑑シリー

ズ）
實吉達郎 学研プラス 2018.4

かっこいい恐竜たちがトーナメントでの対戦方式で解説されています！子供の頃にみた恐竜の

図鑑とは違って、羽毛が生えていたり見た目が少し違っている種類や知らなかった種類の恐竜

がいて、新たな楽しみが発見できる一冊になっています。恐竜たちの特徴や強さのステータス

も表示されていて、対戦のイメージも膨らみやすくなっています。この機会に恐竜という太古

のロマンに思いをはせてみるのも良いかもしれません。

経済学部4年

今からでも始められるラン活 電子版

（Gakken HIT MOOK）

学研パブリッシン

グ
2014.6

走ることって体に良いこと尽くし！走ることで体に及ぼす影響はとても大きいです。痩せる、

若返る、脳が活性化する…他にも様々な良い影響がたくさんあります！逆に走らないと大損っ

てくらいです！ペースとかは関係なく、この本をベースにして、自分なりのやり方で良いと思

います。これを読んで「ラン活」を始めてみては？

経営学部4年

今を生きやすく （角川e文庫） 銀色夏生 KADOKAWA 2014.5

女性詩人・銀色夏生による日記風エッセイ「つれづれノート」から厳選された詩集。厳選され

た言葉の中に、きっとあなたに深く響く言葉があるはず。ぜひ、心がつらいとき、一人でいる

ときに読んでほしい詩集です。私は中学時代に著者の詩に出会い、あたたかく、やわらかく包

み込んでくれるような言葉たちに救われてきました。あなたの心が少しでも和らぎますよう

に。

現代政策学部4年

最後の新人類 川又千秋 アドレナライズ 1986.5
作者の川又千秋さんは、幻想的なSFの名手として有名です。こちらの作品は、旧人類と新人類

の戦いを描いた短編集です。全10作品が収録されていて、1つ1つの物語が短く、登場人物もた

くさんいるので飽きることなく読める作品です。

現代政策学部3年

最後の悲劇
エラリー・クイー

ン

グーテンベルク

21
2000.1

エラリー・クイーン著作の「レーン四部作」の最終巻にあたります。7色のひげの男がおなじみ

のサム警部に謎の手紙を預けるところから物語は始まります。「レーン最後の悲劇」を読むこ

とにより、「X,Y,Zの悲劇」は本当の意味で完結します。私は最後まで読んで「やっぱり、ドル

リー・レーンかっこいい！」となりましたがみなさんはどうでしょうか？この作品を読む前に

「X,Y,Zの悲劇」を読んでいないのなら、是非とも読破してから『最後の悲劇』に取りかかるこ

とを強くおすすめします。

経済学部3年

子どもの花粉症・アレルギー性鼻炎を治す

本 （健康ライブラリー）
永倉仁史 講談社 2016.2

花粉症ってなんでこんなに辛いんでしょうね。かくゆう私も花粉症患者の一人なのですが、毎

年4月になるとティッシュ箱を持ち歩くので、その時期だけリュックに荷物がいっぱいです。こ

の本が目に入ったあなたは、おそらく花粉症持ちか知人がそうなのでしょう。どうですか？も

し花粉症やアレルギー性の鼻炎が治るなら今すぐにでも治したいと思いますよね。なら手に

とって読んでみませんか？この本には花粉が付着していないので安心してお読みいただけると

思いますよ！

薬学部薬科学科4年

死に逝く人は何を想うのか （POPLAR

SHINSHO）
佐藤由美子 ポプラ社 2017.1

あなたは死に直面している身内や知り合いに「がんばってね」とか「元気になってね」などの

言葉をかけたりしていませんか？もしかしたらその何気ない言葉が相手を苦しめているかもし

れません。あなたを含めた多くの人が、身近な人の死を一度は経験するかと思います。その

時、あなたは彼らに何をしてあげられるのか、何を汲み取ってあげられるのか。この本は身近

な人の死の直前を経験していた人たちの想いが、書き記されています。

薬学部薬科学科4年

失われた世界 コナン・ドイル
グーテンベルク

21
2000.11

ミステリー系の本かなと思ったらSFでした。作者のコナン・ドイルは名探偵の代名詞になった

シャーロック・ホームズの生みの親で有名です。この作品は第三者視点ではなく、主人公視点

なので簡単に感情移入でき、世界観に入り込むことができます。

現代政策学部3年

酒好き医師が教える 薬になるお酒の飲み

方
秋津壽男 日本文芸社 2018.12

お酒が体に悪い、というのは常識です。飲み続けると肝硬変になりますから。しかしながらこ

の世界で、お酒をやめる、というのもまた難しい話であると思います。では、どうしたらよい

のか。そんなことがこの本に書かれています。ちょっとした工夫で体のためになるお酒の飲み

方です。付き合いでお酒をやめられない方、お酒の力を借りて生きている方、必見です。

薬学部薬学科6年
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出生前診断、受けますか? （健康ライブラ

リー）

NHKスペシャル

取材班
講談社 2017.9

学生の皆さんにはまだピンとこない内容かもしれません。しかし将来のためには大切な話。近

年、出生前診断受検数（のべ数）は、増加傾向にあります。超音波(エコー)検査をはじめ、妊

娠すれば無縁ではいられない出生前診断をめぐるサポートブック。出生前診断に向き合った人

たちや納得のいく決断をするための取り組み等を紹介している本です。女性なら自分自身、男

性なら将来のパートナー…今からちょこっと将来の子供のこと考えてみませんか？

薬学部薬科学科4年

勝てるメンタル 原晋 KADOKAWA 2019.3

メンタルは鍛えるものではなく、あやつるものであり、そのスキルが存在する。ポジティブな

言葉や食事コントロール、失敗したときの対応が知りたい方、メンタルを作る・強化するとは

何なのか？を知りたい方は必見です。私も高校時代は卓球部・部⾧でした。県大会等にも出場

しましたが、なるほどと思う点やリーダーとしての役割・マインドセット等はあの時知ってい

ればなと思います。アスリートの方もそうでない方もおススメです！

経営学研究科

ビジネス・イノベーショ

ン専攻2年

昭和の都市伝説 並木伸一郎 アドレナライズ 2007.11
タイトル通り、昭和の都市伝説をまとめた本です。口裂け女や井の頭公園のボートの話など、

誰でも一度は聞いたことのあるものや聞いたことのない都市伝説もあり、オカルト好きにはた

まらない本です☺

現代政策学部3年

世界ＵＭＡショック 並木伸一郎 アドレナライズ 2009.7

皆さんはUMAをご存知ですか?UMAとは英語で未確認生物を意味し、その名の通り、存在が明

確でない生物全般を指します。この本では世界各地で発見された未確認生物を紹介していま

す。もしこの本で紹介されている生物が本当に存在していたらということ考えながら読むと

ページをめくる手が止まりません。是非読んでみてください。

経営学部4年

世界の神様めぐりをしたら、すこぶる運が

よくなった！
PICO KADOKAWA 2019.11

この本には世界の神様のパワーが入っています。この本を手にするとうっかり運気が上がって

しまうかもしれません。旅に出たからといって、別人になるわけではない。スピリチュアルな

ことを信じる方は人それぞれですが、私は結構信じています（笑）。世界は広いその分神様も

いる。陽のエネルギーを吸収しに世界とは言わず、国内でもまだ行ったことのない場所へ運気

を上げに、旅に出たくなるかもしれません！

経営学研究科

ビジネス・イノベーショ

ン専攻2年

世界一やせるスクワット 坂詰真二 日本文芸社 2017.10

今日において新型コロナウイルスの影響で外出する機会が減り、家で過ごす時間が増えまし

た。それにより外で体を動かすことが減り、体重が増えてしまった方も多いと思います。しか

し、この本には効果的なスクワットのノウハウが凝縮されており、これを実践すれば効率よく

痩せられそうです。運動不足で体重が気になる方必見の一冊です。

経営学部4年

世界一美味しい手抜きごはん
はらぺこグリズ

リー
KADOKAWA 2019.3

難しい名前の調味料は無し！身近な調味料のみで簡単につくれるレシピが100個！ステップは

多くて４つしかないので超簡単！おかずはもちろん、おつまみやスイーツまで豊富なレシピが

並び、写真付きなのでとても分かりやすいです。一人分のレシピが多いので、一人暮らしの人

にもピッタリです！なお、深夜に見ると飯テロなので注意が必要です。

現代政策学部4年

体脂肪燃焼術 （にちぶんムック） 牧田善二 日本文芸社 2012.1

体脂肪を減らすには、まずそのメカニズムを知らなければなりません。この本は体脂肪燃焼の

メカニズムに加えて、運動術や食事の摂り方・レシピなどが写真付きで掲載されており、分か

りやすくまとまっています！そして運動の回数や時間など細かい部分まで解説されているの

で、身体を絞りたい人は必見です！

経営学部4年

虫×４ おかもとゆきこ
いるかネットブッ

クス
2012.8

私は虫が好きなのでこちらの本を選びました。虫が住む世界にとばされてしまった少年を描い

たSF作品です。タイトル通り虫が出てきます。苦手な方は注意して、好きな方は細部まで想像

して読んでみると面白いです。

現代政策学部3年

轍―特攻せず― 静岡新聞社 学研 2016.4

太平洋戦争末期、日本は一死一殺の戦術として、特攻隊を送り出したのは有名です。この悲し

い歴史の渦中で、唯一、特攻を拒んだ爆撃機の部隊がありました。静岡県藤枝市で編成された

芙蓉部隊は上層部からの特攻命令を拒み続け、ついに終戦まで夜間爆撃で戦い続けます。特攻

を拒んだ部隊の存在は、現代では美談として語り継がれています。しかし当時としては命令違

反として扱われたのは言うまでもありません。特攻をしない以上、常に結果を求められ、その

ための凄惨なまでの苦労が、この本にはインタビューをもとに記載されています。

薬学部薬学科6年

転職と副業のかけ算 moto 扶桑社 2019.7

これから終身雇用は衰退し、転職や副業をする社会になっていくと言われています。この本に

は、著者の【4度の転職と副業を通じて得た経験】や【経験や成果に「転職」と「副業」をかけ

合わせる…つまり「かけ算」の関係にすることで、生涯年収を最大化させた経験】で得た「誰

にでも使える術」が書いてあります。この方法を実施している人はまだ多くありません。皆さ

んもこの本を読んで、一歩先の知識を学びましょう！

経営学部4年

脳を最適化すれば能力は2倍になる 仕事の

精度と速度を脳科学的にあげる方法
樺沢紫苑 文響社 2016.12

私が読書好きになったきっかけが、この本の作者である樺沢紫苑さんです。この方の本は、章

ごとに伝えたいことがまとまっていて、読みやすい本となっています。おすすめは『読んだら

忘れない読書術』なのですが、興味を持った本を読んでみるといいでしょう。（´∀｀*）ｳﾌﾌ

経営学研究科

ビジネス・イノベーショ

ン専攻1年

悲劇の発動機「誉」 電子版 （草思社文庫） 前間孝則 草思社 2017.8

誉とは、太平洋戦争で日本が使用した航空機用エンジンです。その性能は世界トップクラス

で、奇跡のエンジンとすら呼ばれました。その一方で、故障に悩んだエンジンでもあります。

この本では、性能を重視したあまり基礎工業がおざなりにされたという観点から、エンジンの

開発体制の問題点、さらには現代に至る日本の研究計画にまで疑問を投げかけています。ノン

フィクションの物語でありながら、作家は元企業技術者。日本の研究環境を別の視点から眺め

る一冊として、手に取ってみてはいかがでしょうか。

薬学部薬学科6年
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本当に不思議な世界の風習 世界の文化研究会 彩図社 2015.1

世界にはあっと驚くようなものから、思わず眉をひそめてしまうような風習がたくさんありま

す。それらは信仰であったり成人儀礼であったり中には行う理由が確かでないものまで存在し

ます。本書は比較的有名な世界の驚くべき風習をその背景に触れながら丁寧に解説していま

す。

理学研究科

物質科学専攻2年

本当は怖い日本の風習としきたり 改訂 電子

書籍版

日本の風習としき

たり研究会
イースト・プレス 2013.7

日本全国には様々な風習やしきたりが存在しています。その中には「何だこれ?」と思うような

ものもあります。しかしそのようなしきたりや風習であっても、存在している理由があり、そ

の背景を紐解いていくと恐ろしくも悲しい物語が隠されているのです。家にいる時間が多いこ

の機会に一読してみてはどうでしょうか？

経営学部4年

毛細血管を増やして、血流力をつける!

（MAGAZINE HOUSE MOOK）
根来秀行 マガジンハウス 2018.12

なんで毛細血管を増やす必要があるの？血流が良くなると、脳も肌も若返るからです。そのた

めには何が必要なの？食事から運動まで、果てには呼吸まで、さまざまな方法から増やすこと

ができるんです。病気になってからでは遅い。今からでも始めましょう。できることからコツ

コツと、です。千里の道も一歩から。健康への道もちいさな一歩から始まるのです。レッツ血

流力！

経営学部4年

儲ける社⾧の24時間365日 小山昇 KADOKAWA 2018.10

世の中にはデキの良い人、悪い人、言い換えれば仕事ができる人、仕事ができない人がいます

よね。ではなぜ彼らには差ができてしまうのでしょうか。いろいろな要因はあるものの一番大

きな原因は、ズバリ時間の使い方だとこの本では説明されています。なぜなら誰しも1日は24

時間だからです。なのでどう使うかによって結果は大きく変わってくるんですね。ではあなた

は時間をどう使っていますか？もし将来社⾧になりたい！起業したい！この世に何かを残した

い！と思うのならこの本を読んでみてはいかがですか？大金を稼ぐ人の時間に対する価値観を

知る事ができると思いますよ！

薬学部薬科学科4年

目標設定の鉄則 （GOLDEN RULES） 松橋良紀 マガジンハウス 2011.11
私は目標設定が下手だ。なぜか立てた計画がうまくいかない。なぜだ！？ むむ？？夢と目標

の区別？？私に足りないのはこの知識か！そう私は思った。←こういう人向けの本です。

経営学研究科

ビジネス・イノベーショ

ン専攻1年

夜来たる
アイザック・アシ

モフ

グーテンベルク

21
2013.9

アイザック・アシモフの名作の短編集です。どちらかといえば、現代的なSFではなく古典的な

SFです。人間の行動や心情などがメインに描かれている作品です。
現代政策学部3年

以上


