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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年
007.35//Ta84 GAFA×BATH : 米中メガテックの競争戦略 田中 道昭 日本経済新聞出版社 2019.4

007.609//R73 IPythonデータサイエンスクックブック : 対話型コンピューティングと可視化のためのレシピ集 Rossant Cyrille オライリー・ジャパン 2019.5

007.64//F46 Head Firstはじめてのプログラミング : 頭とからだで覚えるPythonプログラミング入門 Freeman Eric オライリー・ジャパン 2019.4

007.64//U36 ゲーム作りで学ぶはじめてのプログラミング : 初心者でも「コード」が書ける! うえはら 技術評論社 2019.5

141.5//F64 100%集中法 : into the zone : 速くて深い!スマホ・情報過多時代の必須テクニック 藤野 敬介 フォレスト出版 2019.2

159.4//G46 イヤなやつほど仕事がデキる : なぜルールに従わない人が成功するのか GinoFrancesca 日本経済新聞出版社 2019.4

159.4//O43 仕事で「結果を出す人」と「出せない人」の習慣 岡村 進 明日香出版社 2018.2

159//U47 人生から失敗はゼロになる 上杉 隆 三笠書房 [2018.3]

209//B72//1,2 世界史を作ったライバルたち．上下 Brezet Alexis 原書房 2019.4

210.61//Mi67 フランス革命と明治維新 三浦 信孝 白水社 2019.1

304//A43 ぼくらの直接民主主義! : ロストジェネレーションが語る明日の日本 甘野 雅彦 七つ森書館 2019.3

309.021//Ta84 そろそろ「社会運動」の話をしよう : 自分ゴトとして考え、行動する。社会を変えるための実践論 田中 優子 明石書店 2019.4

312.27//Ta49 「アラブの春」以後のイスラーム主義運動 高岡 豊 ミネルヴァ書房 2019.3

312.53//Ma28 現代アメリカ政治とメディア 前嶋 和弘 東洋経済新報社 2019.5

316.1//L99 監視文化の誕生 : 社会に監視される時代から、ひとびとが進んで監視する時代へ Lyon David 青土社 2019.5

318.6//H38 地方創生 : これから何をなすべきか 橋本 行史 創成社 2017.9

318//Y55 地域政策入門 : 地域創造の時代に 家中 茂 ミネルヴァ書房 2019.5

331//Y43 ディズニーで学ぶ経済学 山澤 成康 学文社 2018.4

2019年7～8月展示　学生選書2019 Part1 学生が選んだおすすめ本96冊
6月18日に、学生自身が図書館で購入する本を直接本を手にとって選べるイベント「学生選書2019 Part1」を行いました。

この企画に参加してくれた学生は74名。
選ばれた図書はなんと96冊。

同じ学生が選んだ本、ぜひ手に取ってみてください。
2019/7/1
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332.06//Z4 資本主義って悪者なの? : ジグレール教授が孫娘に語るグローバル経済の未来 Ziegler Jean CCCメディアハウス 2019.2

332.1//Y67 経済成長の誕生 : 超長期GDP推計の改善方向 谷沢 弘毅 白桃書房 2019.3

334.41//To35 地方発外国人住民との地域づくり : 多文化共生の現場から 徳田 剛 晃洋書房 2019.2

335//To46 起業と経営の基本知識がわかる本 : 弁護士による実践書 東京弁護士会親和全期会 自由国民社 2019.2

336.2//Ku55 「やること地獄」を終わらせるタスク管理「超」入門 倉下 忠憲 星海社 2019.2

336.3//H11 オーセンティック・リーダーシップ ハーバード・ビジネス・レビュー編集ダイヤモンド社 2019.5

336.49//Ko89 勝者のプレゼン 小杉 樹彦 総合科学出版 2019.4

336.83//Sh86 AI技術による倒産予知モデル×企業格付け 白田 佳子 税務経理協会 2019.3

336.84//Sa47 管理会計 桜井 通晴 同文舘出版 2019.3

336.97//Ki85 会計不正の予防・発見と内部監査 : リスク・マネジメントとガバナンス強化に向けた活用 清原 健 同文舘出版 2019.4

336.97//Ku45 公認会計士の「お仕事」と「正体」がよ～くわかる本 国見 健介 秀和システム 2019.1

338.23//V43 黒い匣 : 密室の権力者たちが狂わせる世界の運命 : 元財相バルファキスが語る「ギリシャの春」鎮圧の深層Varoufakis Yanis 明石書店 2019.4

345.12//Ta87 基礎から学べる租税法 谷口 勢津夫 弘文堂 2019.3

361.04//I24 ポスト3・11のリスク社会学 : 原発事故と放射線リスクはどのように語られたのか 井口 暁 ナカニシヤ出版 2019.3

361.5//Y71 多文化共生社会に生きる : グローバル時代の多様性・人権・教育 李 修京 明石書店 2019.5

361.8//Ki22 学歴と格差・不平等 : 成熟する日本型学歴社会 吉川 徹 東京大学出版会 2019.5

366.3//P49 ブラック職場があなたを殺す Pfeffer Jeffrey 日本経済新聞出版社 2019.4

371.4//A47 なぜヒトは学ぶのか : 教育を生物学的に考える 安藤 寿康 講談社 2018.9

371.47//Ka72 思春期学 笠井 清登 東京大学出版会 2015.5

383.83//Ka16 食で読み解くヨーロッパ : 地理研究の現場から 加賀美 雅弘 朝倉書店 2019.4

410.2//Sn 図説世界史を変えた数学 : 発見とブレイクスルーの歴史 Snedden Robert 原書房 2019.5

410.7//Sa91 この数学,いったいいつ使うことになるの? Saunders Hal 共立出版 2019.5

410.79//Si8 シングマスター教授の千思万考パズルワールド Singmaster David 共立出版 2019.5

410//Ma85 大学数学ことはじめ : 新入生のために Matsuo Atsushi 東京大学出版会 2019.4

410//N55 ライブ講義 : 大学1年生のための数学入門 奈佐原 顕郎 講談社 2019.2

413.3//Sa25 理工系要論微分積分 斎藤 誠慈 培風館 2019.3
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417//Ku77 ネコとはじめる統計学 黒瀬 奈緒子 オーム社 2019.5

420//Y86//1,2 はじめて学ぶ物理学 : 学問としての高校物理．上下 吉田 弘幸 日本評論社 2019

457.89//Th3 歩行するクジラ : 800万年で陸上から水中へ Thewissen J. G. M. 東海大学出版部 2018.3

469.2//R52 人類の進化大図鑑 アリス・ロバーツ 河出書房新社 2012.9

471.9//Ka92 毒毒植物図鑑 : 自然と生きる基礎知識 川原 勝征 南方新社 2017.7

474.85//Y98 よくわかる日本のキノコ図鑑 ユニバーサル・パブリシング 学研プラス 2017.10

489.6//Ka79 イルカ概論 : 日本近海産小型鯨類の生態と保全 粕谷 俊雄 東京大学出版会 2019.2

492.3//U27 処方箋の“なぜ"を病態から推論する : 病態がわかると服薬指導が変わる! 宇高 伸宜 じほう 2019.5

492.31//Se24 抗菌薬おさらい帳 関 雅文 じほう 2019.5

493.123//J78 忙しいあなたのための時短カンタン糖尿病ごはん 女子栄養大学栄養クリニック 女子栄養大学出版部 2019.2

493.92//O42 初期研修医・総合診療医のための小児科ファーストタッチ 岡本 光宏 じほう 2019.3

498.36//D83 ベッドにいてはいけない : 不眠のあなたが変わる認知行動療法 土井 貴仁 弘文堂 2018.3

498.36//L71 世界最高のスリープコーチが教える究極の睡眠術 Littlehales Nick ダイヤモンド社 2018.2

498.36//Ma81 上質な眠り : 睡眠障害の9割を改善した女性漢方医が教える 松本 有記 評言社 2018.3

498.36//N85 スタンフォード大学教授が教える熟睡の習慣 西野 精治 PHP研究所 2019.1

498.36//W36 睡眠こそ最強の解決策である Walker Matthew P. SBクリエイティブ 2018.5

498.583//N77 減塩のすべて : 理論から実践まで 日本高血圧学会減塩委員会 南江堂 2019.5

657.82//O73 おいしいきのこ毒きのこハンディ図鑑 : 北海道から沖縄まで、各地のきのこ365種を紹介 大作 晃一 主婦の友社 [2016.8]

673.97//W45 アンジャッシュ渡部の大人のための「いい店」選び方の極意 渡部 建 SBクリエイティブ 2018.1

689.04//N83 フィールドから読み解く観光文化学 : 「体験」を「研究」にする16章 西川 克之 ミネルヴァ書房 2019.5

689.5//A62 ディズニーランドの社会学 : 脱ディズニー化するTDR 新井 克弥 青弓社 2016.7

689.5//Ka31 ディズニーを知ってディズニーを超える顧客満足入門 鎌田 洋 プレジデント社 2014.11

699.39//Ka86 会話は、とぎれていい : 愛される48のヒント 加藤 綾子 文響社 2019.4

779.9//Ke35 ウチら棺桶まで永遠のランウェイ kemio KADOKAWA 2019.4

780.1//Ki28 スポーツの思想 菊本 智之 晃洋書房 2018.4
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780.1//Ko73 スポーツ倫理 近藤 良享 不昧堂出版 2019.3

780.13//Ma76 スポーツまちづくりの教科書 松橋 崇史 青弓社 2019.1

780.13//Sa85 スポーツ雑誌のメディア史 : ベースボール・マガジン社と大衆教養主義 佐藤 彰宣 勉誠出版 2018.1

780.69//B69 オリンピック秘史 : 120年の覇権と利権 Boykoff Jules 早川書房 2018.1

780.69//F73 オリンピック101の謎 吹浦 忠正 新潮社 2018.12

780.69//Ko39 「ニッポン」のオリンピック : 日本はオリンピズムとどう向き合ってきたのか 小路田 泰直 青弓社 2018.2

780.7//N77 スポーツトレーニングの常識を超えろ! 日本トレーニング指導者協会 大修館書店 2019.4

780//Ko21//3 打つ・みせるニュースポーツ ベースボール・マガジン社2018.1

783.1//Ko92 バスケセンスが身につく88の発想 : レブロン、カリー、ハーデンは知っている 小谷 究 東邦出版 2019.5

798.5//N46 ゲーム学の新時代 : 遊戯の原理AIの野生拡張するリアリティ 中沢 新一 NTT出版 2019.3

798.5//Ta16 1億3000万人のためのeスポーツ入門 但木 一真 NTT出版 2019.6

816//Se58 心を動かす無敵の文章術 千田 琢哉 マガジンハウス 2019.2

913.6//A92 火のないところに煙は 芦沢 央 新潮社 2018.6

913.6//E44 彼女たちの場合は 江国 香織 集英社 2019.5

913.6//H66//読売文学 ある男 平野 啓一郎 文藝春秋 2018.9

913.6//I68 フーガはユーガ 伊坂 幸太郎 実業之日本社 2018.11

913.6//I68 シーソーモンスター 伊坂 幸太郎 中央公論新社 2019.4

913.6//Mi39 未来 湊 かなえ 双葉社 2018.5

913.6//Mi67 愛なき世界 三浦 しをん 中央公論新社 2018.9

913.6//Mo54 熱帯 森見 登美彦 文藝春秋 2018.11

913.6//Su63 麦本三歩の好きなもの 住野 よる 幻冬舎 2019.3

913.6//Ts44 傲慢と善良 辻村 深月 朝日新聞出版 2019.3

913.6//Ts74 ディス・イズ・ザ・デイ 津村 記久子 朝日新聞出版 2018.6

913.6//U36 水底の橋 上橋 菜穂子 KADOKAWA 2019.3

916//R27 レンタルなんもしない人のなんもしなかった話 レンタルなんもしない人 晶文社 2019.4

城西大学水田記念図書館
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