
ブックハント2021part.2選書タイトル/学生コメント一覧
実施期間：2021年11月15日（月）～12月4日（土）

No. 書名 著者名 出版社 出版年月 コメント 選書区分

1 ’２２　箱根駅伝　ガイド決定版 読売新聞社編 読売新聞東京 202112 - オンライン選書

2
「色のふしぎ」と不思議な社会：２０２０年代の「色覚」
原論

川端裕人 筑摩書房 202010 - 学生アドバイザー選書

3 「日韓」のモヤモヤと大学生のわたし
加藤圭木：一橋大学社会
学部加藤圭木ゼミナ－ル

大月書店 202107 - シール選書

4
「論理的思考」の社会的構築：フランスの思考表現スタ
イルと言葉の教育

渡邉雅子 岩波書店 202107

論理的思考とは何か。論理的とは実は『 普遍的 』 ではない。受
け取る側によっ論理的か非論理的か変わってしまうのだ。そのこ
とを理解すればきっとあなたの「見え方」も変わってくるでしょう。
教育に携わる人にぜひ読んでほしい1 冊です。

学生アドバイザー選書

5 １０年後、君に仕事はあるのか？ 藤原和博（著述家） 筑摩書房 202009

「10 年後はどんな世界になっているのか」「不確かな未来を生き
抜くためには、どんな力を身に着けるべきなのか」仕事が消滅して
いく社会への対処法を伝授
これからを生き抜くための「雇われる力」とは何か
高校生に語りかけるように書かれているので、若い人も読みやす
い

学生アドバイザー選書

6 Ｂ級グルメで世界一周 東海林さだお 筑摩書房 202101 - シール選書

7
Ｇｏｏｇｌｅ　Ｃｏｌａｂｏｒａｔｏｒｙで学ぶ！あたらしい人工知能
技術の教科書：機械学習・深層学習・強化学習で学ぶ
ＡＩの基礎技術

我妻幸長 翔泳社 202109 - 学生アドバイザー選書

8 ｉｎｖｅｒｔ　城塚翡翠倒叙集 相沢沙呼 講談社 202107 - シール選書

9 Ｎ 道尾秀介 集英社 202110 - シール選書

10 アイヌの世界に生きる 茅辺かのう 筑摩書房 202107
アイヌの娘として育った著者の大切に覚えてきたアイヌの言葉や
暮らしを通してアイヌの文化について知ることができます。

学生アドバイザー選書

11 アジ－ルと国家：中世日本の政治と宗教 伊藤正敏 筑摩書房 202002 - 学生アドバイザー選書

12 あの夏が飽和する。 カンザキイオリ 河出書房新社 202009 - シール選書

13 アフタ－ト－ク 石井玄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202109 - シール選書

14
あまりに細かすぎる箱根駅伝ガイド！＋ニューイヤー
駅伝！ . ２０２２

ぴあ 202111 - オンライン選書

15 ア－モンド
ソン・ウォンピョン：矢島暁
子

祥伝社 201907 - シール選書

16 いま、子どもの本が売れる理由 飯田一史 筑摩書房 202007 - 学生アドバイザー選書

17 え、この声え？この声え、この声 渡辺剛太 筑摩書房 202105 - シール選書

18 おじさん酒場 増補新版 山田真由美：なかむらるみ 筑摩書房 202108 - 学生アドバイザー選書

19 おまえなんかに会いたくない 乾ルカ 中央公論新社 202109 - シール選書

20 おれたちと大砲 井上ひさし 筑摩書房 202104 - シール選書

21 オンライン化する大学：コロナ禍での教育実践と考察 飯尾淳 樹村房 202108
大学を中心に授業形態が変わりつつある中今後オンライン化の
是非や授業のあり方など大学生はもちろん大学関係者にも問い
かけている作品である。

学生アドバイザー選書

22 か「」く「」し「」ご「」と「 住野よる 新潮社 202011
高校生の仲良しグループが織りなす「THE青春」と感じる本です。
また各登場人物の考え方や価値観が細かく描かれており、伏線
が張られまくっている本です。

オンライン選書

23 ガラスの海を渡る舟 寺地はるな ＰＨＰ研究所 202109 - シール選書

24 きみのいた森で
ピ－ト・ハウトマン：こだま
ともこ

評論社 202101

祖父を失い元気がなかったスチューイ のもとにエリー・ローズとい
う少女が越してきた。2人は仲良くなり、 森の秘密の場所 で遊ぶ
ようになる。ところがある日遊んでいるうちにお互いの姿が見えな
くなってしまう
パラレルワールド を描くミステリー小説！！

学生アドバイザー選書

25 きみの体は何者か：なぜ思い通りにならないのか？ 伊藤亜紗 筑摩書房 202109 自分の体のことを知る第一歩につながる本です。 学生アドバイザー選書

26 ぐるり 高橋久美子（作詞家） 筑摩書房 202104 - シール選書

27 ケアの倫理とエンパワメント 小川公代 講談社 202108 - シール選書
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28 ゴシック文学入門 東雅夫 筑摩書房 202009 - シール選書

29 ことば力と思考力：親子で育てる 今井むつみ 筑摩書房 202003 - 学生アドバイザー選書

30 ごはん通 嵐山光三郎 筑摩書房 202005 - シール選書

31 さよならも言えないうちに 川口俊和 サンマーク出版 202109 - オンライン選書

32 シェイクスピア全集（全３３巻セット）
ウィリアム・シェイクスピ
ア：松岡和子

筑摩書房 202105 - 学生アドバイザー選書

33 ジェンダ－と脳：性別を超える脳の多様性
ダフナ・ジョエル：ルバ・
ヴィハンスキ

紀伊國屋書店 202109 - 学生アドバイザー選書

34 システム分析入門 齊藤芳正 筑摩書房 202106 - シール選書

35 シンプルな英語 中山裕木子 講談社 202109 世界に通用する英語力を手に入れよう！！ 学生アドバイザー選書

36
すべての瞬間が君だった：きらきら輝いていた僕たち
の時間

ハ・テワン：呉永雅 マガジンハウス 202005 - シール選書

37
ちくま評論文の論点２１：高校生のための現代文ガイ
ダンス

五味渕典嗣：松田顕子 筑摩書房 202010 - 学生アドバイザー選書

38 ディズニ－と動物：王国の魔法をとく 清水知子（比較文学） 筑摩書房 202102 ディズニーの見方が変わる！？ 学生アドバイザー選書

39 トキワ荘の時代 梶井純 筑摩書房 202002 - シール選書

40 ナチュラリストの系譜：近代生物学の成立史 木村陽二郎 筑摩書房 202102 - シール選書

41
ネットワークプロトコルハッカーズガイド : キャプチャ、
解析、エクスプロイトの理論と実践

ジェームス・フォーショウ ドワンゴ 202108 - オンライン選書

42 はじめてのオペレ－ションズ・リサ－チ 齊藤芳正 筑摩書房 202003 - シール選書

43 バロック音楽：豊かなる生のドラマ 礒山雅 筑摩書房 202010 - シール選書

44 ひきこもりグルメ紀行 カレ－沢薫 筑摩書房 202011 - シール選書

45 ひとりぼっちのソユ－ズ　上・下 七瀬夏扉
主婦の友インフォ
ス(発売：主婦の友
社)

202110 - シール選書

46
プロ野球ＶＳ．オリンピック：幻の東京五輪とベ－ブ・ル
－ス監督計画

山際康之 筑摩選書 202004 - 学生アドバイザー選書

47 ペッパ－ズ・ゴ－スト 伊坂幸太郎 朝日新聞出版 202110 - シール選書

48 みんな蛍を殺したかった 木爾チレン 二見書房 202107 - シール選書

49 もうあかんわ日記 岸田奈美 ライツ社 202105 - シール選書

50 やさしい猫 中島京子 中央公論新社 202108 - 学生アドバイザー選書

51 ヨルガオ殺人事件　上・下
アンソニ－・ホロヴィッツ：
山田蘭

東京創元社 202109

ある日、ホテルを経営している主人公・スーザンのもとへ、同業者
の夫婦が訪ねてきた。彼らの娘は、主人公がかつて編集に携
わったミステリー小説　“愚行の代償”　を読み、8年前に彼らのホ
テルで起こった殺人事件について何かに気が付いたそだが、その
後、姿を消したと言う・・・。

学生アドバイザー選書

52 よるのばけもの 住野よる 双葉社 201904
まるでアニメのような少し現実離れしているそんな世界での二人
の高校生の物語。終盤になるにつれ、どんどん感情移入してしま
う。のめりこみたいあなたへおすすめの本です。

オンライン選書

53
ラクして稼ぐ不動産投資３３の法則：成功大家さんへ
の道は「管理会社」で決まる！

今井基次 筑摩書房 202105 - シール選書

54 リスク、不確実性、利潤
フランク・Ｈ・ナイト：桂木隆
夫

筑摩書房 202107 - 学生アドバイザー選書

55 レインツリーの国 有川浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 201509
メールの交換から始まった二人の物語。現代的な恋愛小説であり
ながら、子供から大人まで老若男女問わず、考えさせられる短編
小説です。

オンライン選書
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56 レストランの誕生：パリと現代グルメ文化
レベッカ・Ｌ．スパング：小
林正巳

筑摩書房 202110 - シール選書

57 レゾンデ－トルの祈り 楪一志：ふすい
ドワンゴ(発売：ＫＡ
ＤＯＫＡＷＡ)

202106 - シール選書

58
愛をばらまけ：大阪・西成、けったいな牧師とその信徒
たち

上村真也 筑摩書房 202011 - 学生アドバイザー選書

59 悪意銀行 都筑道夫：日下三蔵 筑摩書房 202003 - 学生アドバイザー選書

60
安倍ｖｓ．プ－チン：日ロ交渉はなぜ行き詰まったの
か？

駒木明義 筑摩書房 202008 - シール選書

61 影に対して：母をめぐる物語 遠藤周作 新潮社 202010 - シール選書

62 英語の綴りのル－ル 大名力 研究社 202108 - 学生アドバイザー選書

63 英語対訳ム－ミン・コミックス
ト－ベ・ヤンソン：ラルス・
ヤンソン

筑摩書房 202009 - シール選書

64 遠くの街に犬の吠える 吉田篤弘 筑摩書房 202009 - 学生アドバイザー選書

65 家が呼ぶ：物件ホラ－傑作選 朝宮運河 筑摩書房 202006 - シール選書

66 花と昆虫、不思議なだましあい発見記 田中肇：正者章子 筑摩書房 202004 - 学生アドバイザー選書

67 解放されたゴ－レム：科学技術の不確実性について
ハリ－・コリンズ：トレヴァ
－・ピンチ

筑摩書房 202011 - 学生アドバイザー選書

68 海をあげる 上間陽子 筑摩書房 202010 - シール選書

69 学校ってなんだ！：日本の教育はなぜ息苦しいのか 工藤勇一：鴻上尚史 講談社 202108
今まで当り前だと思っていたことに疑問を持ったことありますか？
例えば、頭髪、装の制限が厳しいブラック校則教育に ついて学校
について考え直しませんか

学生アドバイザー選書

70
学習指導要領の未来：生活科・総合そして探究がつく
る令和の学校教育

野田敦敬：田村学 学事出版 202109 - 学生アドバイザー選書

71 甘いお酒でうがい 川嶋佳子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 201512 - シール選書

72 記憶のデザイン 山本貴光 筑摩書房 202010 - 学生アドバイザー選書

73 鬼：文豪怪談ライバルズ！ 東雅夫 筑摩書房 202110 個性豊かな鬼の世界へ、飛び込もう！ 学生アドバイザー選書

74 客観性
ロレイン・ダストン：ピ－タ
－・ギャリソン

名古屋大学出版会 202108 - 学生アドバイザー選書

75 久遠の檻：天久鷹央の事件カルテ 知念実希人 新潮社 202109 - 学生アドバイザー選書

76 吸血鬼飼育法 完全版 都筑道夫：日下三蔵 筑摩書房 202009 違法な依頼 から 無理難題 まで、何でも解決☆ 学生アドバイザー選書

77 九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤愛子（作家） 小学館 202108 - シール選書

78
刑務所の精神科医 : 治療と刑罰のあいだで考えたこ
と

野村俊明 みすず書房 202109 - オンライン選書

79 蛍と月の真ん中で 河邉徹 ポプラ社 202110 - シール選書

80 月曜日の抹茶カフェ 青山美智子 宝島社 202109 - シール選書

81 現実性の問題 入不二基義 筑摩書房 202008 - シール選書

82 現実脱出論 増補版 坂口恭平 筑摩書房 202011 - 学生アドバイザー選書

83 現代美術逸脱史：増補　１９４５－１９８５ 千葉成夫 筑摩書房 202109 - 学生アドバイザー選書
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84 現代文解釈の基礎：着眼と考え方 新訂版
遠藤嘉基：渡辺実（日本語
学）

筑摩書房 202110 - シール選書

85 言葉にできない想いは本当にあるのか いしわたり淳治 筑摩書房 202012 - シール選書

86 傘のさし方がわからない 岸田奈美 小学館 202110 - シール選書

87 子供は怖い夢を見る 宇佐美まこと ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202109 - シール選書

88 思考の技法
グレアム・ウォ－ラス：松本
剛史

筑摩書房 202005 - 学生アドバイザー選書

89 死にたがりの君に贈る物語 綾崎隼 ポプラ社 202105 - シール選書

90
私たちはどこから来て、どこへ行くのか：生粋の文系
が模索するサイエンスの最先端

森達也 筑摩書房 202010 - シール選書

91 資本主義と奴隷制
エリック・ウイリアムズ：中
山毅

筑摩書房 202007 産業革命は、奴隷のおかげ？そんな訳・・・・え？ 学生アドバイザー選書

92
自信がなくても行動すれば自信はあとからついてくる：
マインドフルネスと心理療法ＡＣＴで人生が変わる

ラス・ハリス：岩下慶一 筑摩書房 202101 - 学生アドバイザー選書

93
社会問題とは何か：なぜ、どのように生じ、なくなるの
か？

ジョエル・ベスト：赤川学 筑摩書房 202011 - シール選書

94 小川洋子と読む内田百（けん）アンソロジー
内田百（けん）：小川洋子
（小説家）

筑摩書房 202002 - シール選書

95 小鳥たちの計画 荒内佑 筑摩書房 202004 - 学生アドバイザー選書

96 消費ミニマリズムの倫理と脱資本主義の精神 橋本努 筑摩書房 202106 - シール選書

97 硝子の塔の殺人 知念実希人 実業之日本社 202108 - シール選書

98 詳解Rustプログラミング TimMcNamara（著） , 吉川 翔泳社 202111 - オンライン選書

99
詳解セキュリティコンテスト : ＣＴＦで学ぶ脆弱性攻略
の技術

梅内翼 マイナビ出版 202107 - オンライン選書

100 常識のない喫茶店 僕のマリ 柏書房 202109 - シール選書

101
情報を正しく選択するための認知バイアス事典：世界
と自分の見え方を変える「６０の心のクセ」のトリ

情報文化研究所：高橋昌
一郎

フォレスト出版 202104 - 学生アドバイザー選書

102
植物たちのフシギすぎる進化：木が草になったって本
当？

稲垣栄洋 筑摩書房 202109 - 学生アドバイザー選書

103
植物バイオテクノロジーの基礎知識 : 環境適応植物
工学入門

伊藤幸博 東北大学出版会 202110 - オンライン選書

104 心はどこへ消えた？ 東畑開人 文藝春秋 202109 - シール選書

105 震災と死者：東日本大震災・関東大震災・濃尾地震 北原糸子 筑摩書房 202101 - 学生アドバイザー選書

106 仁義なき聖書美術　旧約篇 架神恭介：池上英洋 筑摩書房 202003 - シール選書

107 仁義なき聖書美術：新約篇 架神恭介：池上英洋 筑摩書房 202003 - シール選書

108 数学プレイ・マップ 新版 森毅 筑摩書房 202008 - シール選書

109 数理のめがね 坪井忠二 筑摩書房 202007 - 学生アドバイザー選書
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110 世界とキレル 佐藤まどか あすなろ書房 202009

新時代をよりよく生きるため、先入観にとらわれないエリート育成
を目標にしたスペシャルサマースクール「森の家」といったものが
あった。そこではある7人の中学生が同じ環境・同じ食べ物・同じ
服装・同じコンディションの中で夏休みの3週間を過ごす。参加者
は全員制服着用。私服不可。食事は自給自足を原則に、オーガ
ニック食材を使用した特別メニュー。デジタル・デトックスのため、
スマホ・PC・タブレットは没収。両親とは週1回、固定電話で通話
可。母の策略により、このサマースクールに参加させられた中学2
年生の舞は・・・。

学生アドバイザー選書

111
世界ピクト図鑑：サインデザイナ－が集めた世界のピ
クトグラム

児山啓一
ビ－・エヌ・エヌ新
社

202108 - 学生アドバイザー選書

112 世界を大きく変えた２０のワクチン 齋藤勝裕 秀和システム 202109
感染症の予防に用いられるワクチンを皆さんはいくつご存知です
か？

学生アドバイザー選書

113
世界一やさしい依存症入門：やめられないのは誰か
のせい？

松本俊彦 河出書房新社 202108 スマホ　酒　タバコ　エナジードリンク　あなたは大丈夫？ 学生アドバイザー選書

114 世界奇食大全 増補版 杉岡幸徳 筑摩書房 202104
～本日のメニュー～・みかんごはん・シュールストレミング・土の
スープ・サルミアッキ　のような不思議な食が集まった一冊です。

学生アドバイザー選書

115 生き方について哲学は何が言えるか
バ－ナド・ウィリアムズ：森
際康友

筑摩書房 202011 - シール選書

116
生まれてこないほうが良かったのか？：生命の哲学
へ！

森岡正博 筑摩書房 202010 「生まれてこないほうがよかった」そう考えたことはありませんか？ 学生アドバイザー選書

117 折口信夫伝：その思想と学問 岡野弘彦 筑摩書房 202002 - シール選書

118 戦国乱世を生きる力 神田千里 筑摩書房 202106 - 学生アドバイザー選書

119
体系的に学ぶ安全なＷｅｂアプリケーションの作り方 : 
脆弱性が生まれる原理と対策の実践

徳丸浩 ＳＢクリエイティブ 201806 - オンライン選書

120 大好きな野菜大好きな料理 有元葉子 筑摩書房 202005 料理はお好きですか？ 学生アドバイザー選書

121 大正浪漫：ＹＯＡＳＯＢＩ『大正浪漫』原作小説 ＮＡＴＳＵＭＩ 双葉社 202109 - シール選書

122 著作権ハンドブック：先生、勝手にコピ－しちゃダメ 宮武久佳：大塚大 東京書籍 202109
オンライン授業が増えている今こそ！一問一答形式＋専門用語
を日常の言葉に置き換え⇒小学生にもわかりやすいように

学生アドバイザー選書

123 追憶の烏 阿部智里 文藝春秋 202108 - シール選書

124
伝わるデザインの基本：よい資料を作るためのレイア
ウトのル－ル

高橋佑磨：片山なつ 技術評論社 202104 - 学生アドバイザー選書

125 奴隷のしつけ方
マルクス・シドニウス・ファ
ルクス：ジェリ－・トナ－

筑摩書房 202004 - シール選書

126 刀：文豪怪談ライバルズ！ 東雅夫 筑摩書房 202108 - 学生アドバイザー選書

127 東京２３区×格差と階級 橋本健二 中央公論新社 202109 - シール選書

128 東京サマ－セッション：告白予行練習．２０２１ ＨｏｎｅｙＷｏｒｋｓ：香坂茉里 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202109 - シール選書

129 東京の生活史 岸政彦 筑摩書房 202109 - シール選書

130 統計デ－タの落とし穴：その数字は真実を語るのか？
ピ－タ－・シュライバ－：土
屋隆裕

ニュ－トンプレス 202108 - 学生アドバイザー選書

131 読書からはじまる 長田弘 筑摩書房 202105 - シール選書

132 日本の馬 : 在来馬の過去・現在・未来 近藤誠司（畜産学） 東京大学出版会 202110 - オンライン選書

133 日本的思考の原型：民俗学の視角 高取正男 筑摩書房 202107 - シール選書

134
入門WebAssembly : セキュアでポータブルな高性能ア
プリケーション構築技法

RickBattagline（著） , 翔泳社 202112 数年前から流行り始めた技術、webassembly の入門本です。 オンライン選書

135
認知症世界の歩き方：認知症のある人の頭の中をの
ぞいてみたら？

筧裕介 ライツ社 202109 - 学生アドバイザー選書
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136 猫と生きる。 猫沢エミ 扶桑社 202109 - シール選書

137 猫に学ぶ : いかに良く生きるか ジョン・グレイ みすず書房 202111 - オンライン選書

138 廃遊園地の殺人 斜線堂有紀 実業之日本社 202109 - シール選書

139 非認知能力：概念・測定と教育の可能性 小塩真司 北大路書房 202108
誠実性・グリット・自己制御・好奇心・批判的思考・楽観性・時間的
展望・情動知能・感情調整・共感性・自尊感情・セルフコンパッショ
ン・レジリエンス・マインドフルネス・エゴレジリエンス

学生アドバイザー選書

140 美女と野獣 リリー・マーレイ 竹書房 202205 - オンライン選書

141 部屋を活かせば人生が変わる 部屋を考える会 夜間飛行 201311 外出しにくいからこそ衣替えを！ オンライン選書

142 部活動の社会学：学校の文化・教師の働き方 内田良 岩波書店 202107 - 学生アドバイザー選書

143
平等ってなんだろう？ : あなたと考えたい身近な社会
の不平等

齋藤純一（政治学） 平凡社 202111 - オンライン選書

144 変な家 雨穴 飛鳥新社 202107 変だぁ、、 学生アドバイザー選書

145 母のレシピノ－トから 伊藤まさこ 筑摩書房 202010 家族のために食事を作ってくれている母への感謝 学生アドバイザー選書

146 北緯４３度のコ－ルドケ－ス 伏尾美紀 講談社 202110 - シール選書

147 本は読めないものだから心配するな 管啓次郎 筑摩書房 202109 - 学生アドバイザー選書

148 未来のきみを変える読書術：なぜ本を読むのか？ 苫野一徳 筑摩書房 202109 - 学生アドバイザー選書

149 密室殺人ありがとう：ミステリ短篇傑作選 田中小実昌：日下三蔵 筑摩書房 202109 密室じゃないよーー！！ 学生アドバイザー選書

150 無理ゲ－社会 橘玲 小学館 202108 まわりなんて関係ない。生きたいように生きる。 学生アドバイザー選書

151 明け方の若者たち カツセマサヒコ 幻冬舎 202006 - シール選書

152
明智光秀と細川ガラシャ：戦国を生きた父娘の虚像と
実像

井上章一：呉座勇一 筑摩書房 202003 - 学生アドバイザー選書

153 明日は日曜日 源氏鶏太 筑摩書房 202102

とある会社の総務課を舞台にし、そこで勤める桜井大伍とその同
僚の山吹桃子は社内外で次々と巻き起こる事件に巻き込まれ
る。この本は、他にも魅力的な登場人物と共にほのぼのそして
ユーモラスに描いた13編の連作からなる昭和のラブコメディ。各
話「明日は日曜日」で締めくくられる構成も魅力的な内容になって
いる。

学生アドバイザー選書

154 夜行秘密 カツセマサヒコ 双葉社 202107 - シール選書

155 翼の翼 朝比奈あすか 光文社 202109 - シール選書

156 落語家のもの覚え 立川談四楼 筑摩書房 202003 - シール選書

157 乱歩とモダン東京：通俗長編の戦略と方法 藤井淑禎 筑摩書房 202103 - 学生アドバイザー選書

158 理不尽な進化：遺伝子と運のあいだ 増補新版 吉川浩満 筑摩書房 202104 - シール選書

159 零から０へ まはら三桃 ポプラ社 202101 - 学生アドバイザー選書

160 彗星菓子手製所の和菓子 彗星菓子手製所 筑摩書房 202009 美しい和菓子の世界をあなたに、、、 学生アドバイザー選書

161 忖度しません 斎藤美奈子 筑摩書房 202009 - シール選書
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