
学生選書「ブックハント2022 Part1」選書タイトル/学生コメント一覧
実施日：2022年6月16日（木）

No. 請求記号 書名 著者名 出版社 出版年 選書理由／おすすめコメント 選書者所属

1 007.13//Sa85
AIはどのように社会を変えるか : ソーシャル・キャピタルと格
差の視点から

佐藤嘉倫, 稲葉陽二, 藤原佳
典編

東京大学出版会 2022.3 理学部化学科

2 007.3//O71 デジタル環境の子どもたち : インターネットのウェルビーイン
グに向けて

経済協力開発機構(OECD)編
著 ; 齋藤長行, 新垣円訳

明石書店 2022.3 理学部化学科

3 007.609//R12//1
データ科学入門: データに基づく意思決定の基礎
(ライブラリデータ科学 ; 1)

早稲田大学データ科学教育
チーム著

サイエンス社 2022.4 情報科学に興味のある人が手にとりやすい本だと思ったから。 理学部化学科

4 007.64//Su96 Python実践レシピ 鈴木たかのり [ほか] 著 技術評論社 2022.2 Phythonの基礎を理解した中級者におすすめ。 薬学部薬学科

5 024.8//Ka76 稀書探訪 鹿島茂著 平凡社 2022.5 スタイルが華やかです。初めて知る方でも十分楽しめます。 現代政策学部

6 102//F21 世界を変えた150の哲学の本
アダム・フェルナー, クリス・メイ
ンズ著 ; 夏井幸子訳

創元社 2022.2 美術館の本みたいでゆっくり眺めたい。 薬学部薬学科

7 147.02//Mo79 西洋交霊術の歴史 リサ・モートン著 ; 田口未和訳 原書房 2022.3 経済学部

8 159.4//Ku95 アドラー式「ストレスフリーな人」の7つのすごい!仕事術 : もう他人に振り回されない! : 悩みの9割が消えていく桑原晃弥著 笠倉出版社 2021.6 アドラー心理学の考え方を生かして日々の仕事術を向上させたい人には入りや
すく手軽に読める一冊だと思います。

学生アドバイザー

9 209//Y43
一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 : 公立高校
教師YouTuberが書いた

山崎圭一著 ; 宗教編 SBクリエイティブ 2022.2 -

10 230.4//Ta56 中世ヨーロッパの政治的結合体 : 統治の諸相と比較 高山博, 亀長洋子編 東京大学出版会 2022.2 経済学部

11 283.86//Kh 国境を超えたウクライナ人 オリガ・ホメンコ著 群像社 2022.2 薬学部薬学科

12 289.3//Ke32
ヘレン・ケラーの日記 : サリヴァン先生との死別から初来日
まで
 (世界人権問題叢書 ; 109).

ヘレン・ケラー著 ; 山﨑邦夫訳 明石書店 2022.3 ヘレン・ケラーという有名な人を詳しく知れると思ったから。細かく日々をつづられ
ているため、より深く、スラスラ読みやすそうだと思ったから。

薬学部薬学科

13 302.386//H44 ウクライナを知るための65章
(エリア・スタディーズ ; 169)

服部倫卓, 原田義也編著 明石書店 2018.10 題名にひかれたから。 経済学部

14 312.38//L32 ファシズムとロシア
マルレーヌ・ラリュエル著 ; 浜
由樹子訳

東京堂出版 2022.3 現在の世界情勢であるウクライナ情勢のロシアの今の立ち位置やロシア・ヨー
ロッパの未来についてなどの内容で勉強になります。

経営学部

15 316.853//Sm5 場所からたどるアメリカと奴隷制の歴史 : 米国史の真実をめ
ぐるダークツーリズム

クリント・スミス著 ; 風早さとみ
訳

原書房 2022.3 最近Youyubeでアメリカの奴隷の歴史をみたということと黒人の人達が権利を認
められた歴史はまだ短い

現代政策学部

16 324.14//Ki48 印鑑の基礎知識 : 知らないではすまされない　改訂版 金融実務研究会著 きんざい 2022.3 デジタル化が進む中で、あえて日本の伝統として見直してほしい。 薬学部薬学科

17 331.7//C32 統治不能社会 : 権威主義的ネオリベラル主義の系譜学
グレゴワール・シャマユー著 ;
信友建志訳

明石書店 2022.4 西洋交霊術の歴史、リベラリズムの牙城が突き崩されようとしている現代を如実
に表現していそう

経済学部

18 331//R42 やさしく学べる経済学 陸亦群, 前野高章著 文眞堂 2022.2 経済学部

19 335.4//St7
ジェフ・ベゾス : 発明と急成長をくりかえすアマゾンをいかに
生み育てたのか

ブラッド・ストーン著 ; 井口耕二
訳.

日経BP 2022.4
自分は普段からAmazonを使うので、どのようにAmazonが出来たのか興味がある
から

現代政策学部

20 335.5//U32 わかりあえる経営力=異文化マネジメントを学ぶ 上田和勇 [ほか] 編著 同文舘出版 2022.5
グローバル化が進む中で、異文化の観点からマネジメントを学べる点に興味を
もったから

現代政策学部

21 336.1//Y58 失敗の9割が新しい経済圏をつくる : 「必要ない」と言われた
事業を成功させたい人のぼうけんの書

矢野健太著 かんき出版 2022.1 社会人になったら役に立ちそうだから 経済学部

22 336.2//Ka66 社会人1年目からのフレームワーク思考 : 仕事の進め方が劇的に変わる! : まずはこれだけ「厳選フレームワーク集」/ 苅野進著苅野進著 秀和システム 2021.12
フレームワーク…「できる社会人の考え方を他の人にも使いやすいよう整理した
型」。まずはこの本を読み、あなたも「できる社会人の思考」を身につけましょう！

学生アドバイザー

23 336.49//Ma81 女性のビジネスマナーパーフェクトブック 松本昌子監修 ナツメ社 2017.2 イラストや表があるからビジネスマナーを分かりやすく学ぶことができる一冊で
す！ぜひ正しいマナーを身に着けたカッコいい女性を目指してみては？

学生アドバイザー

24 336.91//N88 エッセンス簿記会計　第18版 新田忠誓 [ほか] 著 森山書店 2022.4 -

25 337.81//W46 物価とは何か
 (講談社選書メチエ ; 758).

渡辺努著 講談社 2022.1 身近な話題に特化した本だから 経済学部

26 338//U32 金融システムの経済学 = Economics of financial systems 植田健一著 日本評論社 2022.3
経済の基礎的な内容に加え、講義でも取り扱うような細かい論点も扱っているの
で、これから学ぶ人もより深く学びたい人にもおすすめの本です！また、近年の
デジタル化に関する内容も扱っているので、最新の研究成果等も垣間見れます。

経済学部

27 361.454//F72 ビジネス数学の第一人者が教える史上最高にわかりやすい説明術深沢真太郎著 秀和システム 2021.11
わかりやすい説明の考え方や説明の仕方が、説明術の本だけにわかりやすく説
明されています。

学生アドバイザー

28 361.454//O42 “また会いたい"と99%思われる『人たらし』のコツ100 : 科学的に「人に好かれる」技術岡本康平著 総合法令出版 2022.4
「人たらし」という言葉は持っている能力として非常に魅力的なスキルです。この
本を読んで、日常やビジネスなどの場面においてまた会いたいなと思われる人に
なってみませんか？

学生アドバイザー

29 361.454//Ta19 コミュニケーションは正直が9割 田原総一朗 [著] クロスメディア・パブリッシング 2022.3 経営学部
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30 361.454//Y76 自己紹介2.0 : たった1分で仕事も人生も変える 横石崇著 KADOKAWA 2019.5
「肩書き」を語る自己紹介はもう終わり。これからは「未来」を語り「信頼」を掴み取
る自己紹介。そんな自己紹介の新時代がわかる一冊になっています。

学生アドバイザー

31 361.454//Y87 専門家から学ぶコミュニケーション力 : ちょっとしたポイントで
心地よいコミュニケーション

吉弘淳一編著 晃洋書房 2022.3 経営学部

32 361.78//Sa28
流れゆく者たちのコミュニティ : 新宿・大久保と「集合的な出
来事」の都市モノグラフ

阪口毅著 ナカニシヤ出版 2022.2 -

33 361.8//I32
差別の哲学入門
(シリーズ・思考の道先案内 ; 1)

池田喬, 堀田義太郎著 アルパカ 2021.12
今度、自分が意図しない差別を行わないために、又世界の差別問題について単
純に元々興味があったから

薬学部薬学科

34 361.9//E59 フィールドワークの現代思想 : パンデミック以後のフィールド
ワーカーのために

遠藤英樹編 ナカニシヤ出版 2022.4 フィールドワークの言葉の意味の理解につながった 薬学部薬科学科

35 366//Sa66 アルバイトから学ぶ仕事入門　第2版
佐野薫, 江利川良枝, 高木直
人編著 ; 岡田一範 [ほか] 著

中央経済社 2022.5 自分もアルバイトをやっていて将来役に立つかなと思ったから。 現代政策学部

36 367.9//H45
ジェンダーと政治理論 : インターセクショナルなフェミニズム
の地平

メアリー・ホークスワース著 ;
新井美佐子[ほか]訳

明石書店 2022.4

私は大学院でジェンダーについてもっと勉強したいです。留学生ですが、昔の中
国の大学ではジェンダーに関する本は少ないし、授業もなかったです。城西大学
に行ってから、ジェンダー文化論などの授業を受けて、図書館の書はジェンダー
に関することがあって本当に嬉しかった。図書館にもっとこのジャンルを置いてほ
しいです。もっとたくさんの人にジェンダー問題に知りたいです。

現代政策学部

37 367.9//O63 現代日本の若者はいかに「恋愛」しているのか : 愛・性・結婚
の解体と結合をめぐる意味づけ

大森美佐著 晃洋書房 2022.2 いま悩まされているからです。 薬学部薬学科

38 367.98//Ma16 トランスジェンダーを生きる : 語り合いから描く体験の「質感」 町田奈緒士著 ミネルヴァ書房 2022.3 現代を生きる上で、学ばなければならないことであるため。 経済学部

39 369.4//Ko98 子ども家庭福祉論　第4版
小崎恭弘, 田邉哲雄, 中典子
編著

晃洋書房 2022.4
自分の子供との接し方+家庭の成り方など、繊細な心を読みとくひけつなど、法律
を混じえながら解説していく一冊　自分が経験しているので、かなり共感できる一
冊かも。

現代政策学部

40 371.42//Ko18 いじめ・自殺はなぜなくならないのか : 司法と教育現場の連
携による問題解決へ

児玉勇二著 明石書店 2022.3 いつの時代も無くならないテーマで、誰もが一度は考えたことがあると思う！！そ
んな人に読んでほしい！！

理学部化学科

41 374.12//Ki24 菊池省三365日のコミュニケーションゲーム : あたたかな対
話を生む最高の教室

菊池省三, 菊池道場著 明治図書出版 2022.3
見たことも聞いたこともないコミュニケーションが数多く紹介されていて、やり方
や、そのコミュニケーションゲームのどのようなところが面白いのかなどたくさん書
かれているから。

-

42 375.25//I37 キャリアデザイン支援と職業学習　新版 生駒俊樹, 梅澤正著 ナカニシヤ出版 2022.5 タイトルを見て読んだら学校生活や就職活動で役立つと思ったから。 現代政策学部

43 377.15//I96 大学生の学びを育むオンライン授業のデザイン : リスク社会
に挑戦する大学教育の実践

岩﨑千晶編著 関西大学出版部 2022.1 このご時世、オンラインを使った学習が必要とすることがあるため、今後役に立つ
と思ったから。

現代政策学部

44 377.6//Ki69 コロナ禍を生きる大学生 : 留学中のパンデミック経験を語り
合う

北野真帆, 内藤直樹編 昭和堂 2022.5
今ではすっかり慣れてしまったコロナだけど、起こった当時のことを思い出して懐
かしんだり悲しんだり…。コロナ発生以降に大学生になった人たちに当時の大変
さを知ってもらえればと思いました。

経済学部

45 377.95//Ta67 オンライン面接成功のテクニック : 内定率100%の就活塾が教
える!

竹内健登著 コスミック出版 2022.2 最近の就活ではオンライン面接対策が重要であり、私もオンライン面接で苦労し
たため選びました。

薬学部薬学科

46 383.1//N77 ジャパンファッションクロニクルインサイトガイド : 日本現代服飾文化史 : 1945?2021 = Japan fashion chronicle insight guide :1945?2021日本服飾文化振興財団 [編] 講談社エディトリアル 2022.3

皆さんは、ファッションをどのように捉えているだろうか。私は、個人の感性や心情
を表現するものと考えている。本書では、戦後から現代までのそれぞれの時代
で、「どのような服が愛されてきたのか」「どのような社会現象が服に影響を与えた
のか」を知ることができる。ぜひ、皆さんにも身近なファッションの歴史について知
り、考えてほしい。

学生アドバイザー

47 383.8//O87 嗜好品から見える社会 大坪玲子, 谷憲一編 春風社 2022.3 レポート作成時に使えそう　「嗜好品≒ぜいたく品」という概念と「必要不可欠」の
言葉の矛盾は？

現代政策学部

48 385.9//Ta28 オトナ女子のふるまい手帖 : なぜか大切にされる女性になるマナーと心得56高田将代著 SBクリエイティブ 2021.3
優しくふんわりとしたイラストやピンクやネイビーで彩られている説明でスーッと頭
に入ってきます。「ふるまい」という言葉の大切さに気づくことができます。

学生アドバイザー

49 385.9//Ta84 知的で気品のある人がやっている気くばりとマナー 田中未花[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 2021.11
元女性アナウンサーの著者が教えてくれる初対面でも知的さや気品が伝わる気く
ばりやマナーを学ぶことができる一冊です。

学生アドバイザー

50 388.1//N95 昔話・伝説を知る事典 野村純一 [ほか] 編 アーツアンドクラフツ 2021.12 伝説、昔話を知ることは当時の文化や歴史、果てにははやり病や食生活を知るこ
とにもつながります。オカルトと侮ることなかれです。

学生アドバイザー

51 388.3//Ka82
ヨーロッパの都市伝説 : 歴史と伝承が息づく13話
 (祥伝社新書 ; 621)

片野優, 須貝典子 [著] 祥伝社 2021.2
日本の都市伝説の本は読んだことがあったが、外国の都市伝説の本は未読で珍
しいと思ったから

理学部化学科

52 388//E39 世界怪異伝説事典 えいとえふ著 笠間書院 2021.12 世界の怪異が詰め込まれた1冊。真偽が不明だからこそ面白いですよね。 学生アドバイザー

53 388//Ka97 ドラゴンは爬虫類 : 骨格と進化から読みとく伝説動物の図鑑 川崎悟司著 大和書房 2021.11
ドラゴンなど伝説の生き物を生物の進化と骨格から考察。オカルトファンも生き物
好きもぜひ手に取っていただきたい１冊です。

学生アドバイザー

54 407//H87 ダメ例から学ぶ実験レポートをうまくはやく書けるガイドブック
: 手つかず、山積み、徹夜続きそんなあなたを助けます!

堀一成, 北沢美帆, 山下英里
華著

羊土社 2022.4 大学に入学して初めて実験レポートに取り組んだが、書き方がよくわからなくてか
なりの時間をついやしてしまったため。

薬学部薬学科

55 407//L26 テンプレートでそのまま書ける科学英語論文 : ネイティブ編
集者のアクセプトされる執筆術

ポール・ラングマン, 今村友紀
子著

羊土社 2022.4 科学論文には（ゲームの）ルールがある。この本には、科学論文というゲームの
ルールを制する方法が載っている。

薬学部薬学科

おもしろそうなタイトルにひかれたから 薬学部薬学科

物理学者による物理学的に時間は存在しないという主張と、人々が時間を認識
する理由の考察に興味を持ったため選びました。

理学部化学科

57 440.4//A19 面白くて眠れなくなる天文学
 (PHP文庫 ; [あ63-1]).

縣秀彦著 PHP研究所 2021.9 薄めの本で、内容も難しいことばかりでなく、興味をそそられる見出しもたくさんあ
ります。天文学に軽く興味のある、という人にも合ってると思います。どうぞ！

薬学部薬学科

56 421.2//R76 時間は存在しない
カルロ・ロヴェッリ著 ; 冨永星
訳

NHK出版 2019.8

2 / 5 ページ



学生選書「ブックハント2022 Part1」選書タイトル/学生コメント一覧
実施日：2022年6月16日（木）

No. 請求記号 書名 著者名 出版社 出版年 選書理由／おすすめコメント 選書者所属

58 440.4//A62 宇宙の正体 新井圭輔著 サンライズパブリッシング 2021.11 宇宙の謎を分かりやすく解説してくれるから 薬学部薬学科

59 440//A19 星の王子さまの天文ノート　改訂版 縣秀彦編著 河出書房新社 2021.5 -

60 442//H38 天体観測記録集 : 眼視とフィルムカメラによる,50年の天文現象の記録橋本秋恵著 誠文堂新光社 2021.12
50年分の天体観測の記録集。スケッチや写真が多く乗っているので見ているだけ
でも楽しい1冊になっています。

学生アドバイザー

61 442//Ka17 星空の楽しみかた : 眺める・撮る KAGAYA著 河出書房新社 2021.11
ツイッターフォロワー88万人、KAGAWAさんが贈る「天空の贈り物」を探すための
ガイドブック。解説や図鑑よりもわかりやすい本です。

学生アドバイザー

62 442//L57 天体観測に魅せられた人たち 原書房 2021.3 高校時代に天文部だったから。 薬学部薬学科

63 443.9//Ma21 宇宙の終わりに何が起こるのか
ケイティ・マック著 ; 吉田三知
世訳

講談社 2021.9 タイトルを見て興味を惹かれたから。 現代政策学部

64 443.9//Mu62
宇宙はなぜ美しいのか : 究極の「宇宙の法則」を目指して
 (幻冬舎新書 ;  638, [む-2-2] . カラー新書).

村山斉著 幻冬舎 2021.11 宇宙が美しいのは理解しているけど、美しい秘密が3つもあると思わなかったから 薬学部薬学科

65 448.9//R25 地図の進化史 : 人類はいかにして世界を描いてきたか?
トーマス・レイネルセン・ベルグ
著 ; 中村冬美訳

青土社 2022.3 地図は今でもかかせない物　これを読めばさらに理解が深まると思う 理学部化学科

66 460.4//Ko12 飛ばないトカゲ : ようこそ!サイエンスの「森」へ 小林洋美著 東京大学出版会 2022.2
URLから実験の映像を見ることができて字で見るよりも分かりやすかったから。図
やえが多くあって読んでいてたのしかったから。タイトルに心がひかれた。

薬学部薬学科

67 460//H96 食と栄養を学ぶための生物学
堀田久子, 池晶子, 塚元葉子
著

化学同人 2022.3 表紙が可愛い♡生物学に苦手意識を持つ人に読んでほしい。 薬学部薬学科

68 460//Su49 図鑑を見ても名前がわからないのはなぜか? : 生きものの
“同定"でつまずく理由を考えてみる

須黒達巳著 ベレ出版 2021.12 木でも鳥でも虫でも名前がわかるようになるのは楽しそうだなと思ったから。 薬学部薬学科

69 470.73//E25 プラント・ハンティングの歴史百科 : 44の植物の発祥と伝搬
の物語 : ヴィジュアル版

アンバー・エドワーズ著 ; 美修
かおり訳

原書房 2022.3 植物のことが好きなので沢山しれると思ったからです。 薬学部薬学科

70 480.76//Sa13 動物園を考える : 日本と世界の違いを超えて 佐渡友陽一著 東京大学出版会 2022.3 動物が好きなのでこの本を選びました。 経営学研究科

71 481.71//P86 寄生虫進化生態学
Robert Poulin著 ; 片平浩孝,
川西亮太, 入谷亮介訳

共立出版 2022.2 -

72 483.16//N99 ノーベル賞に二度も輝いた不思議な生物 : テトラヒメナの魅力沼田治著 慶應義塾大学出版会 2018.10
小さなゾウリムシによって、多くの重要な発見がされ、さらにはノーベル賞に２度も
導きました。そんな不思議な生物、テトラヒメナについて知ることができる一冊で
す。

学生アドバイザー

73 489.6//Ka39 川に生きるイルカたち　増補版 神谷敏郎著 東京大学出版会 2022.5 川とイルカという矛盾したタイトルに目が付きました 理学部数学科

74 489.86//Mi37 シカの顔、わかります : 個性の生態学 南正人著 東京大学出版会 2022.2 面白そうだから 理学部化学科

75 491.65//I67 がんがみえる 医療情報科学研究所編集 メディックメディア 2022.2 -

76 493.123//N37 病いの会話 : ネパールで糖尿病を共に生きる 中村友香著 京都大学学術出版会 2022.2 生活習慣病について別の視点から知ることが出来そうだから選びました。 経済学部

77 494.53//I76 絵でまるわかり分子標的抗がん薬　改訂2版 石川和宏著 南山堂 2022.5

活字で読んでもよく分からない、理解しづらいという悩みを少し解決してくれる。文
字多めですが、図でこういうイメージです、という風に車などに例えられていて想
像しやすく、標的細胞にいくまでの手順が絵でも書いてあるのでわかりづらくても
理解する手助けになると思う。

薬学部薬学科

78 498.3//L57 老いない人生の作り方 : サクセスフル・エイジング
ダニエル・J.レヴィティン著 ; 俵
晶子訳

アルク 2021.3 人生100年時代といわれる中で自分や家族の健康寿命を伸ばすヒントが知りたい
から。

経済学部

79 498.55//O57
食品の栄養とカロリー事典 : 1個、1尾、1切れ、1杯がひと目
でわかる　第3版

奥嶋佐知子監修 女子栄養大学出版部 2022.2 おデブなのでカロリーにはきびしくいこうかなと思いました。 経済学部

80 498//N37 薬剤師が知らない在宅医療の世界 : 在宅対応薬局はこれか
らが勝負

中村哲生著 薬事日報社 2022.1 -

81 499.09//N73 これが私の薬剤師ライフ : 6年制卒50人がキャリアを語る
日経ドラッグインフォメーション
編

日経BP 2022.5 先輩方の話を参考にしたいと思っていたから。 薬学部薬学科

82 499.1//N77 知っておきたいOTC医薬品　第3版 日本薬学会編 東京化学同人 2022.4 薬学部だからこういった本が増えていったらいいなと思って選びました 薬学部薬学科

83 499.2//H27 しくじり処方提案 : 薬物治療のよくある落とし穴 花井雄貴編著 じほう 2022.3 しくじりが気になった 薬学部薬科学科

84 499.8//Ka58 絵でわかる漢方処方 漢方スクエア編集部編著 南山堂 2022.5
どんな感じに体調が悪いのかがイラストとして書かれていて、その症状に合う漢
方が詳しく書いてあって、この本を持っているだけで自分の体調に合わせて薬を
選ぶことができるすばらしい本だと思ったから！

薬学部薬学科

85 589.2//A92
ファッションスタディーズ : 私と社会と衣服の関係
 (「クリティカル・ワード」)

蘆田裕史, 藤嶋陽子, 宮脇千
絵編

フィルムアート社 2022.3 職員

86 589.2//Su26 不易と流行のあいだ : ファッションが示す時代精神の読み方 菅付雅信著 平凡社 2022.3 時代背景とファッションにはどのような関係があるのでしょうか。 学生アドバイザー
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87 589.75//Sa29 ナイキシューズ革命 : “厚底"が世界にかけた魔法 酒井政人著 ポプラ社 2019.5
これまでの常識を覆す革命的なシューズについて迫ります。そんなシューズの開
発秘話をあなたも覗いてみませんか？

学生アドバイザー

88 596.7//N71 日本茶の事典 : 淹れ方・楽しみ方・文化がわかる　増補・改
訂版

スタジオタッククリエイティブ 2018.4 学生アドバイザー

89 596.7//N77 日本茶の図鑑　新版 日本茶業中央会著 マイナビ出版 2017.7 学生アドバイザー

90 596//Ka38 2ステップで、絶品ごちそう料理 上島亜紀著 学研プラス 2020.12 気分転換に今まで作ったことのない料理を作ってみるのはどうでしょうか。 学生アドバイザー

91 609//N43 きちんと単位を書きましょう : 国際単位系(SI)に基づいて 中田宗隆, 藤井賢一著 東京化学同人 2022.4 大学に入り計算の単位が重要視されはじめたので、それをまとめているこの本が
とても便利だから！！

理学部化学科

92 667.9//Ko82 さばの缶づめ、宇宙へいく : 鯖街道を宇宙へつなげた高校
生たち

小坂康之, 林公代著 イースト・プレス 2022.1 題名がおもしろそうだと思ったから。 現代政策学部

93 673.83//E62 百貨店リテールブランド戦略 : 消費者基点からの提言 圓丸哲麻著 白桃書房 2022.3
ブランド品と高級品に興味があります。百貨店の経営にも知りたいことがありま
す。

経営学部

94 675//J64 「欲しい!」はこうしてつくられる : 脳科学者とマーケターが教
える「買い物」の心理

マット・ジョンソン, プリンス・
ギューマン著 ; 花塚恵訳

白揚社 2022.1 一人暮らしをする上で、参考になると感じたため。 経済学部

95 675//Y42 サービスデザインの発想法 : アイデアをうみだす17のメソッド
山岡俊樹編著 ; 前川正実 [ほ
か] 共著

オーム社 2022.4
サービスデザインの発想法を見て全てのデザインに理由づけやターゲットが考え
れらているのが分かったので、今度ゆっくり読みたいと思いました。

職員

96 681.3//H72
誰も加害者を裁けない : 京都・亀岡集団登校事故の遺族の
10年

広瀬一隆著 晃洋書房 2022.3 タイトルに引かれた。 経済学部

97 689//F76 「無理しない」観光 : 価値と多様性の再発見 福井一喜著 ミネルヴァ書房 2022.2 タイトルや帯に目が魅かれて選びました。 -

98 704//A53 アートの根っこ : 想像・妄想・創造・捏造を社会へ放つ 青木惠理子編著 晃洋書房 2022.3 職員

99 721.8//A29 浮世絵動物園 : 江戸の動物大集合!
赤木美智, 渡邉晃, 日野原健
司著

小学館 2021.5 動物の絵が可愛いと思ったから。 現代政策学部

100 721.8//C47 江戸のジャーナリスト葛飾北斎 千野境子著 国土社 2021.5 直観！！ 経済学部

101 723.05//Sh36 セーヌで生まれた印象派の名画
(小学館101ビジュアル新書 ;  V017 . Art ; 3)

島田紀夫著 小学館 2011.10 セーヌ川沿いを歩きたくなるような一冊です。 学生アドバイザー

102 757.3//H54 色を分ける色で分ける
(学術選書 ; 099)

日高杏子著 京都大学学術出版会 2021.10 -

103 757.3//P42 カラーバイブル : 世界のアート&デザインに学ぶ色彩の歴史
と実例100

ローラ・ペリーマン著 ; 服部こ
まこ訳

青幻舎インターナショナル 2022.2 絵を描くことが趣味なので、色彩や歴史が気になった。 経済学部

104 760.69//N47 ライブハウスの人類学 : 音楽を介して「生きられる場」を築く
こと

生井達也著 晃洋書房 2022.1 -

105 774.2//F66 歌舞伎江戸百景 : 浮世絵で読む芝居見物ことはじめ 藤澤茜著 小学館 2022.2 ダンスをやっていることもあり、日本ならではの表現が気になった。 経済学部

106 782//C29 陸上競技チャンピオンへの道
パーシー・セラティ著 ; 近藤隆
文訳

木星社 2022.3 陸上をやっているので興味をもった。 薬学部医療栄養学科

107 791.04//Ta59 凛として美しい内面の磨き方 : 「お茶」を学ぶ人だけが知って
いる

竹田理絵著 実務教育出版 2022.2 タイトルにひかれました。また、読みやすそうで良いなと思いました。 理学部化学科

108 798.507//O79
Unityゲームプログラミング超入門 : 動画×解説でかんたん
理解!

大角茂之, 大角美緒著 技術評論社 2022.2 経済学部

109 809.2//N77 話力1日10分集中講義 : 「わかる」でなく「できる」になる 日本話し方協会著 毎日新聞出版 2021.6 コミュニケーション力の向上をしていきたいため 経営学部

110 913.6//A58 赤と青とエスキース 青山美智子著 PHP研究所 2021.11 タイトルが気になったから。本屋大賞第2位という文字が目に入ったから 現代政策学部

111 913.6//H32 古本食堂 原田ひ香 [著] 角川春樹事務所 2022.3 人間ドラマが好きで、展開が楽しみだから。 理学部化学科

112 913.6//H32 三千円の使いかた 原田ひ香著 中央公論新社 2018.4 理学部数学科

113 913.6//H55
沈黙のパレード
(文春文庫 ; [ひ-13-13]).

東野圭吾著 文藝春秋 2021.9 東野圭吾さんの作品を買うことが多いから 経済学部

114 913.6//I97 オオルリ流星群 伊与原新著 KADOKAWA 2022.2 あらすじを読んですごく気になったから。 現代政策学部

115 913.6//Ka28 タラント 角田光代著 中央公論新社 2022.2 角田光代さんの本が気になったから。小説で人生に何か教えてくれそうなことが
書かれているような本が好きだから。

薬学部薬学科
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116 913.6//Ka94 春のこわいもの 川上未映子著 新潮社 2022.2 感染症について書かれていたから気になった 薬学部薬学科

117 913.6//Mu43 女のいない男たち
 (文春文庫 ; [む-5-14])

村上春樹著 文藝春秋 2016.10

今年、アカデミー賞 国際長編映画賞を受賞した、映画「ドライブ・マイ・カー」の原
作となっている一冊です。このお話は、舞台俳優で演出家の男が妻を亡くし、その
後の生活で寡黙な専属ドライバーの女と出会い、それまで目を向けることのな
かった事に気付かされるという内容となっています。

学生アドバイザー

118 913.6//N45
死にゆく者の祈り
 (新潮文庫 ; 11586, な-98-2).

中山七里著 新潮社 2022.4 おもしろそうだったから。 経済学部

119 913.6//O17 残月記 小田雅久仁著 双葉社 2021.11 タイトルがかっこう良くておもしろそうだったから。 薬学部薬学科

120 913.6//Se76 夏の体温 瀬尾まいこ著 双葉社 2022.3 退屈な夏の日々がどう変わったのか気になったから。おもしろそうだったから。 薬学部薬学科

121 913.6//Sh64 剣持麗子のワンナイト推理 = Reiko Kenmochi's one night
mystery

新川帆立著 宝島社 2022.4 推理小説が好きだから 薬学部薬学科

122 913.6//Su63 この気持ちもいつか忘れる 住野よる著 新潮社 2020.9
違う世界で生まれたカヤとチカ。決して交わることのない2人が唯一会えることが
できる深夜のバス停で2人は徐々に親密な関係に発展していく。物語が進んでい
くうちに2つの世界情勢が明らかになっていく小説です。

学生アドバイザー

123 913.6//Su63 青くて痛くて脆い 住野よる著 KADOKAWA 2018.3 ごく平凡に過ごしたい大学生「楓」と波乱万丈でちょっと変わっている大学生「秋
好」が繰り広げるＴＨＥ大学生と感じさせられる小説です。

学生アドバイザー

124 913.6//Te42 タイムマシンに乗れないぼくたち 寺地はるな著 文藝春秋 2022.2
孤独の感情の表現など自分の経験をふまえながら読み、共感できたためこの本
を選びました。

経済学部

125 913.6//Ts44 レジェンドアニメ! 辻村深月著 マガジンハウス 2022.3 -

126 913.6//Ts44 琥珀の夏 辻村深月著 文藝春秋 2021.6 辻村先生の世界観が最大限引き出された、一人の女性の友と罪の物語。 学生アドバイザー

127 913.6//U36//1 香君 = Kōkun 上(西から来た少女) 上橋菜穂子著 文藝春秋 2022.3 表紙が可愛かったから。 薬学部薬学科

128 913.6//U36//2 香君 = Kōkun 下(遙かな道) 上橋菜穂子著 文藝春秋 2022.3 薬学部薬学科

129 913.6//W46 こんな夜更けにバナナかよ : 愛しき実話
(文春文庫 ; [わ-18-2])

渡辺一史原案 ; [橋本裕志脚
本] ; [前川奈緒ノベライズ]

文藝春秋 2018.12
筋ジストロフィーの男性が主人公の実話。体は思うように動かせなくても、そこで
諦めることなく夢を追いかけ続けました。生きる大切さを改めて考えさせられるお
話です。

学生アドバイザー

130 913.6//Y16 刑事弁護人 薬丸岳著 新潮社 2022.3 個人的にミステリーが好きだから。東野圭吾の作品が好きなので入れてほしいで
す

経済学部

131 913.68//A76
謎解きミステリー
 (絶対名作!十代のためのベスト・ショート・ミステリー / 千街
晶之編).

有栖川有栖, 綾辻行人, 道尾
秀介著

汐文社 2021.12 謎解きが好きだから。 薬学部薬学科

132 913.68//Sh38 はじめての 島本理生 [ほか] 著 水鈴社 2022.2 4人の作家さんが携わっている本を珍しく思ったから。 薬学部薬学科

133 913.68//Ts44 神様の罠
 (文春文庫 ; [つ18-50]).

辻村深月 [ほか] 著 文藝春秋 2021.6 ミステリーが好きで読んでみたいと思ったから。 薬学部薬科学科
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