
ブックハント2021part.1選書タイトル/学生コメント一覧
実施期間：2021年6月7日（月）～6月26日（土）

No. 書名 著者名 出版社 出版年月 コメント 選書区分

1

「役に立たない」研究の未来 初田哲男：大隅良典 柏書房 202104 - シール選書

2

１０億分の１を乗りこえた少年と科学者たち：世界初の
パ－ソナルゲノム医療はこうして実現した

マ－ク・ジョンソン：キャス
リ－ン・ギャラガ－

紀伊國屋書店 201811 - シール選書

3

３時のアッコちゃん 柚木麻子 双葉社 201701 オンライン選書

4

幹事のアッコちゃん 柚木麻子 双葉社 201909 オンライン選書

5

ＧＩＧＡスク－ル時代の学びを拓く！ＰＣ１人１台授業ス
タ－トブック

中川一史：赤堀侃司 ぎょうせい 202104 - シール選書

6

Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry. (PAP)

Boland, Robert Joseph, 
M.D. (EDT) / Verduin, 
Marcia L., M.D. (EDT) / 
Ruiz, Pedro, M.D. (EDT)

Wolters Kluwer 
Health

202104 - オンライン選書

7

Plant Biochemistry. (PAP)
Heldt, Hans-Walter / 
Piechulla, Birgit

Academic Pr 202102 - オンライン選書

8

あなたが消された未来 : テクノロジーと優生思想の売
り込みについて

ジョージ・エストライク みすず書房 202105 - オンライン選書

9

いじめ予防スキルアップガイド：エビデンスに基づく安
心・安全な学校づくりの実践

飯田順子：杉本希映 金子書房 202104 - シール選書

10

ウシの動物学　第２版 遠藤秀紀 東京大学出版会 201908 - シール選書

11

ウマの動物学　第２版 近藤誠司 東京大学出版会 201907 - シール選書

12

エイリアン：科学者たちが語る地球外生命
ジム・アル・カリ－リ：斉藤
隆央

紀伊國屋書店 201909 - シール選書

13

エデュケ－ション：大学は私の人生を変えた
タラ・ウェスト－バ－：村井
理子

早川書房 202011 - シール選書

14

エレジ－は流れない 三浦しをん 双葉社 202104 - シール選書

15

オッカムのかみそり : 最節約性と統計学の哲学 エリオット・ソーバー 勁草書房 202105 - オンライン選書

16

おまじない 西加奈子 筑摩書房 202103 - シール選書

17

オルタネ－ト 加藤シゲアキ 新潮社 202011 - シール選書

18

お探し物は図書室まで 青山美智子 ポプラ社 202011 - シール選書

19

ギネス世界記録．２０２１ クレイグ・グレンディ
角川アスキ－総合
研究所

202011 - シール選書

20

クララとお日さま
カズオ・イシグロ：土屋政
雄

早川書房 202103

ノーベル賞受賞作家！
人工知能のロボットのクララと病弱な少女ジョジーの友情を描い
た心惹かれる感動作！
あなたもこの本を通じて、美しく、優しいそして残酷な物語を体験し
てみましょう！

学生アドバイザー選書

21

ゲッベルスと私：ナチ宣伝相秘書の独白
ブルンヒルデ・ポムゼル：ト
－レ・Ｄ．ハンゼン

紀伊國屋書店 201806 - シール選書

22

この本を盗む者は 深緑野分 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202010 - シール選書

23

サーチライトと誘蛾灯 櫻田智也 東京創元社 202004

「サーチライトと誘蛾灯」
「ホバリング・バタフライ」
「ナナフシの夜」
「火事と標本」
「アドベントの繭」の
５つの事件が一つ一つの話で構成されています。
それぞれのお話には伏線が張られていて・・・！？

学生アドバイザー選書

24

サイバーセキュリティプログラミング : Ｐｙｔｈｏｎで学ぶ
ハッカーの思考

ジャスティン・サイツ
オライリー・ジャパ
ン

201510 - オンライン選書

25

サイバーセキュリティレッドチーム実践ガイド ペーター・キム マイナビ出版 201901 - オンライン選書

26

ザリガニの鳴くところ
ディ－リア・オ－エンズ：友
廣純

早川書房 202003 - シール選書

『ランチのアッコちゃん』に続くシリーズ2作♪
食欲をそそられる美味しい料理がたくさん登場🥄
心もおなかも満たされる素敵なお話です。
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27

スキルアップ！情報検索：基本と実践　新訂第２版 中島玲子：安形輝 日外アソシエ－ツ 202101 - シール選書

28

スピルオ－バ－：ウイルスはなぜ動物からヒトへ飛び
移るのか

デビッド・クアメン：甘糟智
子

明石書店 202103 - シール選書

29

センスがないと思っている人のための読むデザイン 鎌田隆史 旬報社 202105 この世はデザインで溢れてる 学生アドバイザー選書

30

そのときは彼によろしく 市川拓司 小学館 200704
タイトルの意味を知った時、涙腺崩壊！
何度読んでも泣ける感動作…。
登場人物全員の優しさに心がほっこり癒されます。

オンライン選書

31

その扉をたたく音 瀬尾まいこ 集英社 202102 - シール選書

32

たかが殺人じゃないか：昭和２４年の推理小説 辻真先 東京創元社 202005
戦後日本の混乱の中の殺人事件
高校生が明かす謎とは

学生アドバイザー選書

33

チャイナテック：中国デジタル革命の衝撃 趙〓琳 東洋経済新報社 202102 - シール選書

34

デザインの本質 田中一雄
ジャパンライフデザ
インシステムズ

202009
デザインは社会を変える？！ 
 デザイン経営を学べる究極の一冊！！

学生アドバイザー選書

35

デザイン大全 : イメージをパッと形に変える 尾沢早飛著 SBクリエイティブ 202102 - シール選書

36

テ－マパ－ク事業と地域振興 中島恵（経営学） 三恵社 202104 - シール選書

37

ドキュメント 湊かなえ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202103 - シール選書

38

ナショナリズムの美徳 ヨラム・ハゾニー 東洋経済新報社 202104 - オンライン選書

39

ノ－トルダム：フランスの魂
アニエス・ポワリエ：木下
哲夫

白水社 202104 - シール選書

40

パ－パス経営：３０年先の視点から現在を捉える 名和高司 東洋経済新報社 202105
組織 顧客 ヒト SDGsの先を見る経営の思想
鍵となるのは、無形資産の蓄積である

学生アドバイザー選書

41

バラの文化誌
キャサリン・ホ－ウッド：駒
木令

原書房 202103 - シール選書

42

ビジネス・リサ－チ 佐藤郁哉 東洋経済新報社 202104 - シール選書

43

びっくり館の殺人 綾辻行人【著】 講談社 201008

びっくり館は、あやしい噂が囁かれるお屋敷町の洋館。
クリスマスの夜、館に住む少年と友達になった三智也は密室の惨
劇に巻き込まれてしまう。
楽しいはずのクリスマスの日に三智也達を待ち受ける戦慄の真
相とは・・・！？

学生アドバイザー選書

44

ブタの動物学　第２版 田中智夫 東京大学出版会 201909 - シール選書

45

ブラック・ショ－マンと名もなき町の殺人 東野圭吾 光文社 202011 - シール選書

46

マインドフル・セルフ・コンパッションワークブック : 自
分を受け入れ、しなやかに生きるためのガイド

クリスティン・ネフ 星和書店 201910 - オンライン選書

47

マスタリングＴＣＰ／ＩＰ入門編 . 入門編 井上直也 オーム社 201911 - オンライン選書

48

もう一つの衣服、ホ－ムウエア：家で着るアパレル史 武田尚子 みすず書房 202103 - シール選書

49

モノと空間のデザインを考える 牧野良三：平戸淳正
武蔵野美術大学出
版局

202104 - シール選書

50

安いニッポン：「価格」が示す停滞 中藤玲 日経ＢＰＭ 202103 - シール選書

51

英語の歴史から考える英文法の「なぜ」．２ 朝尾幸次郎 大修館書店 202105 - シール選書

52

英文精読教室．第１巻　物語を楽しむ 柴田元幸 研究社 202104 - シール選書

53

英文精読教室．第２巻　他人になってみる 柴田元幸 研究社 202104 - シール選書
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54

汚れた手をそこで拭かない 芦沢央 文藝春秋 202009 - オンライン選書

55

何とかならない時代の幸福論
ブレイディみかこ：鴻上尚
史

朝日新聞出版 202101 - シール選書

56

灰の劇場 恩田陸 河出書房新社 202102 - シール選書

57

株式会社法　第８版 江頭憲治郎 有斐閣 202104 - シール選書

58

美術館をつくる : イメージボード、スケッチ集 (宮崎駿
とジブリ美術館 1)

 [宮崎駿著] ; スタジオジブ
リ編

岩波書店 202101 - オンライン選書

59

企画展示をつくる : 2001年-2020年の軌跡(宮崎駿と
ジブリ美術館 2)

 [宮崎駿著] ; スタジオジブ
リ編

岩波書店 202101 - オンライン選書

60

企業価値評価の教科書 高辻成彦
日本能率協会マネ
ジメントセンタ－

202104

初心者にもわかりやすい！
・コンサルタント
・経営企画担当者
・投資家
・アナリスト
志望の方必見！

学生アドバイザー選書

61

企業会計の基礎理論 村田直樹：相川奈美 同文舘出版 202103 会計を勉強したなら　これを読め 学生アドバイザー選書

62

祈りのカルテ 知念実希人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202102 - シール選書

63

逆ソクラテス 伊坂幸太郎 集英社 202004 - シール選書

64

教員のメンタルヘルス：先生のこころが壊れないため
のヒント

大石智 大修館書店 202105 - シール選書

65

健康管理する人が必ず知っておきたい栄養学の〇と
×：食品成分表八訂対応　食と健康のトピックを読む
だけで

古畑公：木村康一 誠文堂新光社 202104
1日2食より3食のほうがやせる？牛乳は日本人に合わない？
栄養学の新常識を〇×形式で解説！！

学生アドバイザー選書

66

健康食品・サプリメント知りたいことガイドブック：Ｑ＆Ａ
でわかる正しい知識と選び方

畝山智香子：大野智（医
学）

中央法規出版 202104 - シール選書

67

元彼の遺言状 新川帆立 宝島社 202101 - シール選書

68

現代花菖蒲図鑑：古花から最新花まで 清水弘：椎野昌宏 淡交社 202104 - シール選書

69

今だから知りたいワクチンの科学：効果とリスクを正し
く判断するために

中西貴之：宮坂昌之 技術評論社 202103

とうとう日本でもワクチン接種が始まり、感染症への切り札と言わ
れているが、高熱や血栓などの副作用も見られているコロナウイ
ルスワクチンの現状…
では、そもそもワクチンとは何なのか。
今一度ワクチンの基礎知識から身につけ正しい判断をしよう！

学生アドバイザー選書

70

財務報告の再検討：基準・規範・制度
シャム・サンダ－：徳賀芳
弘

税務経理協会 202103 正しい財務報告とは？？現代の財務報告は適切なのか？？ 学生アドバイザー選書

71

屍人荘の殺人 今村昌弘 東京創元社 201909
国内ミステリーランキング4冠達成。
とある山荘で起きた「ゾンビ×殺人」の怪事件。立ち向かうのは2
人のホームズ!?

学生アドバイザー選書

72

市民からアスリ－トまでのスポ－ツ栄養学 岡村浩嗣 八千代出版 202104
健康のためにスポーツをする人たち
アスリートとして強くなろうとする人たちの一冊！！

学生アドバイザー選書

73

時計館の殺人 上・下 綾辻行人 講談社 201206 - オンライン選書

74

自重をなめんなよ！パンパンにパンプする究極のへ
やトレ

澤木一貴
ベ－スボ－ル・マガ
ジン社

202007 - シール選書

75

自転しながら公転する 山本文緒 新潮社 202009 - シール選書

76

実践行動変容のためのヘルスコミュニケ－ション：人
を動かす１０原則

奥原剛 大修館書店 202105 - シール選書

77

女子学生のキャリアデザイン：自分らしさとワ－クライ
フバランス
三訂版

野村康則：竹内雄司 水曜社 202103 - シール選書

78

傷痕のメッセ－ジ 知念実希人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202103 - シール選書

79

小説火の鳥　大地編　上・下 桜庭一樹：手塚治虫 朝日新聞出版 202103 - シール選書
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80

食品成分表．２０２１　八訂 香川明夫
女子栄養大学出版
部

202102 - シール選書

81

新自由主義の暴走：格差社会をつくった経済学者たち
ビンヤミン・アッペルバウ
ム：藤井清美

早川書房 202012 - シール選書

82

新謎解きはディナ－のあとで 東川篤哉 小学館 202104
ドラマ化し多くの反響を呼んだ「謎解きはディナーのあとで」がつい
に新章突入！
あの感動をふたたび…

学生アドバイザー選書

83

人は簡単には騙されない : 嘘と信用の認知科学 ヒューゴ・メルシエ 青土社 202103 - オンライン選書

84

人間にとって教養とはなにか 橋爪大三郎 ＳＢクリエイティブ 202101 - シール選書

85

人形館の殺人 綾辻行人 講談社 201008 - オンライン選書

86

人生教習所 上・下 垣根涼介 中央公論新社 201306
人生の考え方はもちろん、小笠原の自然や歴史も学べます！
読み終わった後の爽快感がやみつきになり、繰り返し読みたくな
るお話です。

オンライン選書

87

水車館の殺人 綾辻行人【著】 講談社 200804
水車がある奇妙な館で起きた事件とは!?
シンプルな「謎解き」でミステリ初心者の人におすすめ！！

学生アドバイザー選書

88

世界のカエル大図鑑 ティム・ハリデイ：吉川夏彦 柏書房 202009
図鑑最大規模全600種！
色、形、生体の様々なカエルが実物大カラーでリアルに紹介。カ
エル好きの垂涎の一冊。

学生アドバイザー選書

89

世界のテスト・ガバナンス：日本の学力テストの行く末
を探る

佐藤仁：北野秋男 東信堂 202102 - シール選書

90

世界のラン大図鑑
マ－ク・チェイス：マ－テ
ン・クリステンフ－ス

三省堂 202003 - シール選書

91

政策と行政の管理 : 評価と責任 湯浅孝康 晃洋書房 202101 - オンライン選書

92

正欲 朝井リョウ 新潮社 202103 - シール選書

93

生活不安定層のニーズと支援 : シングル・ペアレント、
単身女性、非正規就業者の実態

西村幸満 勁草書房 202101 - オンライン選書

94

生物大図鑑 田沼靖一 ニュ－トンプレス 202104

newton大図鑑シリーズ
どのようにして様々な種類の生物ができていくのか？
細胞が一つだけのゾウリムシも何十兆個もの細胞でできている人
間も同じ仕組みでできている？

学生アドバイザー選書

95

生理学・生化学につながるていねいな生物学 白戸亮吉：小川由香里 羊土社 202103 - シール選書

96

赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 青柳碧人 双葉社 202008
赤ずきんちゃんをベースに色々な物語の主人公が登場！あなた
は謎に気付けるか。

学生アドバイザー選書

97

摂食障害治療の栄養カウンセリング：管理栄養士のた
めに

マ－シャ・ヘリン：マリア・ラ
－キン

星和書店 202104 - シール選書

98

雪のなまえ 村山由佳 徳間書店 202012 - シール選書

99

大学生のための情報リテラシ－：活用力が身につく１
２章

篠原正典：上出浩 ミネルヴァ書房 202103 - シール選書

100

第八の探偵
アレックス・パヴェ－ジ：鈴
木恵（翻訳）

早川書房 202104

海外で話題沸騰！
作家グラント・マカリスターは探偵小説黄金時代に一冊の短篇集
を発表した以来、孤島で暮らしている。
一体、その秘密とは何なのか？
一冊の中になんと７つの短編のお話が織り込まれた破格のミステ
リ。

学生アドバイザー選書

101

調理を学ぶ　第３版 長尾慶子 八千代出版 202104 - シール選書

102

超トーク力 : 心を操る話し方の科学 メンタリストＤａｉＧｏ
ＣＣＣメディアハウ
ス

202104 - オンライン選書

103

電波の疑問５０：電波はスマホ・Ｗｉ－Ｆｉ・ＧＰＳにも必
要？

早川正士 成山堂書店 201809 - シール選書

104

道草の解剖図鑑 金田初代 エクスナレッジ 202103 - シール選書

105

南スーダンの独立・内戦・難民 : 希望と絶望のあいだ 村橋勲 昭和堂（京都） 202102 - オンライン選書
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No. 書名 著者名 出版社 出版年月 コメント 選書区分

106

南極探検とペンギン：忘れられた英雄とペンギンたち
の知られざる生態

ロイド・スペンサ－・デイ
ヴィス：夏目大

青土社 202105 南極大陸の英雄と秘められたペンギンの生体の秘密に迫る 学生アドバイザー選書

107

日本のＳＤＧｓ：それってほんとにサステナブル？ 高橋真樹 大月書店 202103 - シール選書

108

日本外食全史 阿古真理 亜紀書房 202103 - シール選書

109

日本古典と感染症 ロバ－ト・キャンベル ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202103 - シール選書

110

日本社会教育史 大串隆吉：田所祐史 有信堂高文社 202101 - シール選書

111

入門サイバーセキュリティ理論と実験 : 暗号技術・ネッ
トワークセキュリティ・ブロックチェー

面和成 コロナ社 202103 - オンライン選書

112

白鳥とコウモリ 東野圭吾 幻冬舎 202104
遺体で発見された善良な弁護士。
一人の男が自供し事件は解決したはずだったが…
「罪と罰」について考えさせられる一冊！！

学生アドバイザー選書

113

八月の銀の雪 伊与原新 新潮社 202010 - シール選書

114

微分方程式への誘い：現象はいかに記述されるか 熊原啓作：室政和 日本評論社 201808 - シール選書

115

物語のものがたり 梨木香歩 岩波書店 202103 - シール選書

116

法廷遊戯 五十嵐律人 講談社 202007 エンタメ界に激震をもたらす長編法廷ミステリー！！ 学生アドバイザー選書

117

迷路館の殺人 綾辻行人【著】 講談社 200911 館が迷路!?超人気シリーズ「館シリーズ」の傑作と名高い1冊 学生アドバイザー選書

118

滅びの前のシャングリラ 凪良ゆう 中央公論新社 202010 - シール選書

119

夜空に泳ぐチョコレ－トグラミ－ 町田そのこ 新潮社 202104 - シール選書

120

約束の地：大統領回顧録　１．上・下 バラク・オバマ：山田文 集英社 202102 - シール選書

121

薬がみえる：チ－ム医療を担う医療人共通のテキスト
第２版
ｖｏｌ．１　神経系の疾患と薬　循環器系の疾患と薬　
腎・泌尿器系の疾患と薬

医療情報科学研究所 メディックメディア 202104 - シール選書

122

六人の嘘つきな大学生 浅倉秋成 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202103 - オンライン選書

123

掟上今日子の鑑札票 西尾維新 講談社 202104 - シール選書
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