
城西大学水田記念図書館　学生選書「ブックハント2022 Part2」選書一覧

実施期間：2022年10月11日～27日

実施詳細：https://libopac.josai.ac.jp/top/whatsold3.htm#W-221110_1

※いずれも、提供リソースは「KinoDen」、出版社名は「東洋経済新報社」

No 書名 著者名 底本出版年月 選書理由 選書者所属

1 2030年の第4次産業革命 : デジタル化する社会とビジネスの未来予測 尾木蔵人著 2020.2.

2 21世紀の社会契約
ミノーシュ・シャフィク著 ; 森内

薫訳
2022.4

3 33歳の決断で有名企業500社を育てた渋沢栄一の折れない心をつくる33の教え 渋澤健著 2020.6

4 AI×人口減少 : これから日本で何が起こるのか 中原圭介著 2018.11 AIが最近流行っているので... 短期大学

5 AI vs.教科書が読めない子どもたち 新井紀子著 2018.2.

今の子供たちはみんなタブレット支給されて

いるので教科書を読めない子が多いのかな

と、気になったので選びました。

短期大学

6 AI・兵器・戦争の未来
ルイス・A・デルモンテ著 ; 川村

幸城訳.
2021.4

7 DXの真髄に迫る : デジタル変革を前進させるベイカレント流7つのポイント
 / ベイカレント・コンサルティン

グ監修
2020.1

8 Leader's language : 言葉遣いこそ最強の武器 L.デビッド・マルケ著 ; 花塚恵訳 2021.6

9 Lifespan : 老いなき世界

デビッド・A・シンクレア, マ

シュー・D・ラプラント著 ; 梶山

あゆみ訳

2020.9

10 Shoe dog : 靴にすべてを。 フィル・ナイト著 ; 大田黒奉之訳 2017.11

11 The four : GAFA : 四騎士が創り変えた世界
スコット・ギャロウェイ著 ; 渡会

圭子訳
2018.8

12 Think CIVILITY : 「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦略である
クリスティーン・ポラス著 ; 夏目

大訳
2019.7

13 TIME SMART : お金と時間の科学
アシュリー・ウィランズ著 ; 柴田

裕之訳
2021.7

14 新しい地政学 北岡伸一, 細谷雄一編 2020.3

15 遺伝子のスイッチ : 何気ないその行動があなたの遺伝子の働きを変える 生田哲著 2021.4

16 医療現場の行動経済学 : すれ違う医者と患者 大竹文雄, 平井啓編著 2018.8

17 教養としてのギリシャ・ローマ : 名門コロンビア大学で学んだリベラルアーツの真髄 中村聡一著 2021.5

18 薬で読み解く江戸の事件史 山崎光夫著 2015.9

19 決定版5G : 2030年への活用戦略 片桐広逸著 2020.6

20 減速する素晴らしき世界
ダニー・ドーリング著 ; 遠藤真美

訳
2022.7

21 コロナ後に生き残る会社食える仕事稼げる働き方 遠藤功著 2020.7

22 仕事で成果を出し続ける人が最高のコンディションを毎日維持するためにしていること 平井孝幸著 2021.2

23 実践医療現場の行動経済学 : すれ違いの解消法 大竹文雄, 平井啓編著 2022.5

24 自分に集中する技術 : モンク思考 ジェイ・シェティ著 ; 浦谷計子訳 2021.9

25 習近平の大問題 : 不毛な議論は終わった。 丹羽宇一郎著 2018.12
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https://libopac.josai.ac.jp/top/whatsold3.htm#W-221110_1
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00029387/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00067206/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00031409/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00018026/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00011460/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00045762/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00034952/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00048589/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00033061/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00007604/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00015473/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00022528/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00050802/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00029692/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00045770/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00015477/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00048583/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00005423/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00031412/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00070324/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00032835/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00044070/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00067210/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00052787/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00018818/


No 書名 著者名 底本出版年月 選書理由 選書者所属

26 西洋の自死 : 移民・アイデンティティ・イスラム ダグラス・マレー著 ; 町田敦夫訳 2018.12

27
世界最高の話し方 : 1000人以上の社長・企業幹部の話し方を変えた!「伝説の家庭教師」が

教える門外不出の50のルール
岡本純子著 2020.11

28 世界のエリートはなぜ「イスラエル」に注目するのか 新井均著 2020.6

タイトルがとても気を引きました。確かに頭

のいい人はイスラエルに注目していると思っ

たのでこの本を選びました。

短期大学

29 世界はコロナとどう闘ったのか? : パンデミック経済危機 アダム・トゥーズ著 ; 江口泰子訳 2022.2
コロナが流行っていて職を失うなど世界の広

い点で気になったので選びました。
短期大学

30 先生、どうか皆の前でほめないで下さい : いい子症候群の若者たち 金間大介著 2022.3 役に立ちそう。 短期大学

31 大惨事の人類史 : カタストロフィ
ニーアル・ファーガソン著 ; 柴田

裕之訳
2022.6

32
楽しくなければ仕事じゃない : 「今やっていること」がどんどん「好きで得意」になる働

き方の教科書
干場弓子著 2019.11

仕事は大変だと思うけれど、楽しくなければ

やっていけないと思うので、読んでみたいと

思い、選びました。

経営学部

33
「食べまくりダイエット」&「超時短ゆるガチ筋トレ」 : 筋肉をつけて24時間代謝を上げ

る!働きながらやせたい人のための : 自宅でできる簡単メソッド
安井友梨著 2020.8

34 中国が世界を攪乱する : AI・コロナ・デジタル人民元 野口悠紀雄著 2020.6

35 腸がすべて
フランク・ラポルト=アダムス

キー著 ; 森敦子訳
2020.12

36 超加速経済アフリカ : Leapfrogで変わる未来のビジネス地図 椿進著 2021.6

37 築地本願寺の経営学 : ビジネスマン僧侶にまなぶ常識を超えるマーケティング 安永雄彦著 2020.11

38 次なる100年 : 歴史の危機から学ぶこと 水野和夫著 2022.2
これからどう変わるのか読んでみたいと思っ

た。どうなるのか。
短期大学

39 デジタルチャンピオン : 変化適応と新価値創造のための思考とその戦略

PwCあらた有限責任監査法人,

PwCコンサルティング合同会社

著

2021.4 この本は面白いと思います。 短期大学

40 東大読書 : 「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく 西岡壱誠著 2018.6

41 なぜあの人のジョークは面白いのか? : 進化論で読み解くユーモアの科学
ジョナサン・シルバータウン著 ;

水谷淳訳
2021.3

42 ナラティブカンパニー : 企業を変革する「物語」の力 本田哲也著 2021.5

43 日本史で学ぶ経済学 横山和輝著 2018.10

44 日本人の勝算 : 人口減少×高齢化×資本主義 デービッド・アトキンソン著 2019.1

45 入社1年目から差がつく問題解決練習帳 グロービス著 ; 岡重文執筆 2021.8

46 入社1年目から差がつくロジカル・シンキング練習帳 グロービス著 ; 岡重文執筆 2020.7

47 話し方が上手くなる!声まで良くなる!1日1分朗読 魚住りえ著 2020.3
人に話したり、説明することが苦手なので選

びました。
短期大学

48 武器としての図で考える習慣 : 「抽象化思考」のレッスン 平井孝志著 2020.7

ファンタジーランド : 狂気と幻想のアメリカ500年史 上
カート・アンダーセン著 ; 山田美

明, 山田文訳
2019.1

ファンタジーランド : 狂気と幻想のアメリカ500年史 下
カート・アンダーセン著 ; 山田美

明, 山田文訳
2019.1

50 無と意識の人類史 : 私たちはどこへ向かうのか 広井良典著 2021.6

51 メスを超える : 異端外科医のイノベーション 杉本真樹著 2021.3

49
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https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00018815/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00035661/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00035661/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00031411/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00060118/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00066047/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00068867/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00025948/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00025948/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00032826/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00032826/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00031410/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00041289/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00048584/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00041292/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00060119/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00045767/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00013602/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00045015/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00048591/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00016919/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00019282/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00051817/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00031795/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00029969/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00032825/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00019283/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00019284/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00048585/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/ju/bookdetail/p/KP00045769/

