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007.3//D21 情報社会の「哲学」 : グーグル・ビッグデータ・人工知能 大黒 岳彦 勁草書房 2016.8

007.35//G83 デザインの伝え方 : 組織の合意を得るコミュニケーション術 Greever Tom オライリー・ジャパン 2016.9

033//H33 世界一ときめく質問、宇宙一やさしい答え : 世界の第一人者は子どもの質問にこう答える Harris Gemma Elwin 河出書房新社 2015.11

100//W53 10代からの哲学図鑑 Weeks Marcus 三省堂 [2015.11]

140//P45 幸福だけが人生か? : ポジティブ心理学55の科学的省察 Peterson Christopher 春秋社 2016.4

147.1//G83 魔術の人類史 Greenwood Susan 東洋書林 2015.9

304//I33 おい、マジか。池上彰の「ニュースを疑え!」 池上 彰 文藝春秋 2017.9

312.1//Mi67 私たちの声を議会へ : 代表制民主主義の再生 三浦 まり 岩波書店 2015.11

318.953//N68 未来政府 : プラットフォーム民主主義 Newsom Gavin Christopher 東洋経済新報社 2016.10

318//H68 一番やさしい地方自治の本 平谷 英明 学陽書房 2015.8

331.2//E28 はじめての人のための経済学史 江頭 進 新世社 2015.6

335//Sa85 ドラッカーを読んだら会社が変わった! : 日本企業による実践の教科書 佐藤 等 日経BP社 2016.6

336.1//E45 ブロックバスター戦略 : ハーバードで教えているメガヒットの法則 Elberse Anita 東洋経済新報社 2015.10

336.49//Ki56 一生使えるプレゼン上手の資料作成入門 : 説得力が劇的アップ 岸 啓介 インプレス 2017.3

336.84//Y31 管理会計論 : スタンダードテキスト 山本 浩二 中央経済社 2015.10

336//Ka52 失敗の研究 : 巨大組織が崩れるとき 金田 信一郎 日本経済新聞出版社 2016.6

6月展示　 城西生が選んだ本

図書館で購入する本を学生自身が選べるイベント「学生選書」で選ばれた図書を集めました。
選んだ理由やおすすめコメント付きで紹介しています。城西生が選んだ本をぜひ手に取ってみてください。

2018/6/1（6/15改定）



2 / 3 ページ

請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

361.45//I32 日常から考えるコミュニケーション学 : メディアを通して学ぶ 池田 理知子 ナカニシヤ出版 2015.12

367.21//Sh38 Sheという生き方 嶋守 さやか 新評論 2016.10

367.21//Ta59 “私"を選択する女性心理 武田 圭太 学文社 2016.11

369.3//C39 大惨事と情報隠蔽 : 原発事故、大規模リコールから金融崩壊まで Chernov Dmitry 草思社 2017.8

388.1//I89 妖怪・憑依・擬人化の文化史 伊藤 慎吾 笠間書院 2016.2

388//I75 昔話を語り継ぎたい人に 石井 正己 三弥井書店 2016.10

404//Sa57 ニセ科学を見抜くセンス 左巻 健男 新日本出版社 2015.9

410.4//Ka98 優雅なe[iπ]=-1への旅 : 数学的思考の謎を解く 河田 直樹 現代数学社 2016.2

410.8//Ky5//3 論理・集合・数学語 石川 剛郎 共立出版 2015.12

410//E29 入試問題に秘められた大学数学 江川 博康 東京図書 2016.5

411.3//I75 これだけ!線形代数 石井 俊全 秀和システム 2017.8

417//A87 挫折しない統計学入門 : 数学苦手意識を克服する 浅野 晃 オーム社 2017.1

423.84//H67 波動現象 平尾 淳一 森北出版 2015.3

426.5//Y86 基礎から学ぶ熱力学 吉田 幸司 オーム社 2016.2

437.01//Mo23 フローチャートで考える有機反応機構 Moloney Mark G. 丸善出版 2016.3

491.5//G59 臨床薬理学 : ハーバード大学講義テキスト Golan David E 丸善出版 2015.6

492.1//Ki81 アルゴリズムで考える薬剤師の臨床判断 : 症候の鑑別からトリアージまで 木内 祐二 南山堂 2015.9

492.1//N93 薬剤師のための薬物療法に活かす検査値の読み方教えます! : 検査値から病態を読み解き、実
践で活かすためのアプローチ 野口 善令 羊土社 2016.8

492.29//H64 薬剤師のための動ける!救急・災害ガイドブック : 在宅から災害時まで、いざというときの適切な処
置と役割 平出 敦 羊土社 2016.4

492.3//F63 症状と患者背景にあわせた頻用薬の使い分け 藤村 昭夫 羊土社 2015.10
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492.9079//P96 解剖生理の総まとめ : 必修人体成人母性小児老年 プチナース編集部 照林社 2015.11

494.53//I76 絵でまるわかり分子標的抗がん薬 石川 和宏 南山堂 2016.11

494.8//Mi71 皮膚科新薬の使い方 宮地 良樹 メディカルレビュー社 2017.2

498.13//C58 医療イノベーションの本質 : 破壊的創造の処方箋 Christensen Clayton M. 碩学舎 2015.4

499.1//Ki39 王様のくすり図鑑 木村 美紀 じほう 2016.1

499.1//Ku78//2 いちばん適切な薬剤が選べる同効薬比較ガイド : この患者・この症例に 黒山 政一 じほう 2014.12-

499.15//A12 危険ドラッグ大全 阿部 和穂 武蔵野大学出版会 2016.3

499.2//F63 失敗しない処方のしかた : 84ケースから学ぶ有害反応と適正使用 藤村 昭夫 南江堂 2017.2

501.4//Mi48 人類を変えた素晴らしき10の材料 : その内なる宇宙を探険する Miodownik Mark インターシフト 2015.10

547.48//Mi68 かんたんネットワーク入門 : イラストでわかるネットワークのしくみ : オールカラー図解 三輪 賢一 技術評論社 2016.9

548.2//W68 コンピューター&テクノロジー解体新書 : ビジュアル版 White Ron SBクリエイティブ 2015.9

596//P85 Cooking for Geeks : 料理の科学と実践レシピ Potter Jeff オライリー・ジャパン 2016.12

612.1//Ku72 日本農業の生産構造と生産性 : 戦後農政の帰結と国際化への針路 黒田 誼 慶應義塾大学出版会 2017.11

615.21//D92 遺伝子組み換えのねじ曲げられた真実 : 私たちはどのように騙されてきたのか? Druker Steven M. 日経BP社 2016.6

673.971//A12 吉野家で経済入門 安部 修仁 日本経済新聞出版社 2016.2

674.1//Se44 女と夜と死の広告学 関沢 英彦 晃洋書房 2016.1

782.3//Ta51 四継 : 2016リオ五輪、彼らの真実 宝田 将志 文藝春秋 2017.8

801.04//Mo64 なぜ外国語を身につけるのは難しいのか : 「バイリンガルを科学する」言語心理学 森島 泰則 勁草書房 2015.12

810.7//Ko67 レポート・論文を書くための日本語文法 : ここがポイント! : 中上級?上級学習者対象 小森 万里 くろしお出版 2016.12

835//Ku48 副詞と数量詞 久野 暲 くろしお出版 2015.10
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