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展示場所 ：1階カウンター前 2018/6/25

請求記号 書名 著者名 出版者名 選書理由/おすすめコメント 所属

007.6//N17 情報処理入門 : Windows10 & Office2016 長尾文孝 共立出版
PC関係を知っている人、知らない人でも読んで知識が深まる本だと思いました。Word, Excel,
PowerPointを卒業論文で使用すると思いますが、この本を見ると図があるので理解しやすいと思い
ました。

理学研究科物質科学専攻

019.9//Ta13 
「読まなくてもいい本」の読書案内 : 知の最前線
を5日間で探検する

橘玲 筑摩書房
どんな本を読めばいいのかなという疑問を持つけど、読まなくてもいい本というのは新しい発想だっ
たため。

社会経済システム学科

141.6//Sa31 感情のコントロールと心の健康 榊原良太 晃洋書房 是非とも心を健康にしたいと思ったため選びました。 社会経済システム学科

141.93//E67 アイデンティティ : 青年と危機 エリク・H・エリクソン 新曜社
アイデンティティとは「自我」のことです。アイデンティティは、私たちの人間理解に大きな影響をあた
えてきました。初めてエリクソンを読む人、改めて読みなおしたい人におすすめです。

マネジメント総合学科

159//Ma86 センス入門 松浦弥太郎 筑摩書房 センスという言葉に惹かれました。表紙にセンスを感じました。 社会経済システム学科

159.4//Mi77
サンタはなぜ配達料をとらないのか? : 仕事をワ
クワクさせる13のミッション

宮本日出 ヴォイス出版事業部
モチベーションを保ち人生を豊かに幸せに生きるための方法をサンタクロースを題材に分かりやすく
述べられていると思った。

経済学科

159.4//O83 女、今日も仕事する 大瀧純子 ミシマ社
来年の春から社会人になるにあたり、仕事と人生を両立させることができるかこの本を通して理解で
きればいいと思った。

マネジメント総合学科

159.7//Mi96
10代のうちに知っておきたい折れない心の作り
方

水島広子 紀伊國屋書店
自信を持てるものがない、すぐ人と比べてしまう、と思った方はいますぐこの本を読んでください。とて
も読みやすい字体でだれでも読めると思います。

マネジメント総合学科

293.53//St5 パリ地名大事典 ベルナール・ステファヌ 原書房
フランスは観光地として有名ですが、地名のことは全然知らないのでパラパラと興味のある所を見て
みたいです。

薬科学科

318//Ta33
住民と行政の協働における社会心理学 : 市民参
加とコミュニケーションのかたち

高橋尚也 ナカニシヤ出版
地域活性化に取り組むにあたって重要となる市民と行政のコミュニケーションのかたち、あるべき姿
を学びたいと思ったから。

社会経済システム学科

318.6//Ta67
地域メンテナンス論 : 不確実な時代のコミュニ
ティ現場からの動き

竹内裕二 晃洋書房 地域活性化に興味があるので、日本の現状に伴った地域活性化の考え方を学びたいと思ったから。 社会経済システム学科

　　　　　ミニ展示「学生選書2018 Part1 学生が選んだおすすめ本90冊」

5月21日から6月2日までの期間、学生自身が
図書館で購入する図書を選べる「学生選書2018 Part1」を行いました。
今回の選書には32名の学生が参加し、
各学部に関連する分野の中から、計90冊が蔵書に加えられました。
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323.12//H29 憲法を百年いかす 半藤一利, 保阪正康 筑摩書房 時代によって守られたい権利が違うので、百年もかわらないような憲法に興味が出た。 社会経済システム学科

331//Mo95
世界は感情で動く : 行動経済学からみる脳のト
ラップ

マッテオ・モッテルリーニ 紀伊國屋書店 行動経済学という言葉が気になったから。 マネジメント総合学科

331.87//H64 「消費」をやめる : 銭湯経済のすすめ 平川克美 ミシマ社 最近、講義でお金を貯めるより使え!!と言っていたので興味を持ちました。 社会経済システム学科

335//Ka31 
テクノロジー・スタートアップが未来を創る : テック
起業家をめざせ

鎌田富久 東京大学出版会 AIが進んでいる現在だからこそ、共感できる本だと感じたから。 薬学科

335//Ma96 図解リーン・スタートアップ成長戦略 アッシュ・マウリャ 日経BP社
私は起業について考えており、日本のスタートアップ企業と欧米のスタートアップ企業との違いを考え
る上で役立つ本になると思いました。

マネジメント総合学科

335.35//Ts32
事例でみる中堅企業の成長戦略 : ダイナミック・
ケイパビリティで突破する「成長の壁」

土屋勉男 [ほか] 同文舘出版
普段ふれないことが知れそうだった。
オススメ！　第Ⅳ部　標準化と現地化の適応戦略
事例分析⑧　アイダエンジニアリング株式会社

マネジメント総合学科

336//C85
COSO全社的リスクマネジメント : 戦略およびパ
フォーマンスとの統合

COSO [編] 同文舘出版
現代では情報の伝達速度が速く、一度不祥事を起こすと取りかえしがつかなくなる。その為には、た
とえ発生の可能性は低くても、リスクを把握する必要がある。その為に前からこの本を読みたかった
が、値段が高くあきらめていた。今回参加して良かったと本当に思っている。

マネジメント総合学科

336//Z3
ビジネス実務総論 : 付加価値創造のための基礎
実務論　 改訂版

全国大学実務教育協会編
集

紀伊國屋書店

338.16//Ko73 基礎から学べる金融商品取引法  第4版 近藤光男 [ほか] 弘文堂

近年、FPの仕事に人気があることから、資産運用に興味を持つ人が多いと思われます。その運用方
法の１つとして株を考える人は多いのではないでしょうか。実は、株を通して行って良い事、悪い事が
法律によって定められています。気になる方は「第７章　不公正な取引の規制」を開いて見てくださ
い。

マネジメント総合学科

338.183//H61 超ど素人が極める株 hina 翔泳社
株について人からよく話をふられるため
オススメ！　第2章：口座開設して注文してみよう
第3章：企業分析はどうやってする？

マネジメント総合学科

336.4//Ka44
やる気!攻略本 : 自分と周りの「物語」を知り、モ
チベーションとうまくつきあう

金井壽宏 ミシマ社
「なんかやる気が起きない…」と思うことは誰にでもあります。その原因を見つけ、やる気につなげる
ことができるのがこの本です！

マネジメント総合学科

336.4//Sh83 人的資源管理の力 白木三秀編著 文眞堂
経営学の特に会計学ではヒトの評価は支払れた賃金や成果（売上）からしか判断できない。しかし、
一般に経営資源といえばヒト・モノ・カネ・情報とヒトの管理は無視できない。数値化できないヒトをど
のように管理するか知るのにいいと思う。

マネジメント総合学科

336.4//W17 学歴と格差の経営史 : 新しい歴史像を求めて 若林幸男編著 日本経済評論社 元々子どもの貧困などに興味があり、グラフや表などが挿入されており、興味をもったから。 薬学科

336.55//Sh14
レコード・マネジメント・ハンドブック : 記録管理・
アーカイブズ管理のための

エリザベス・シェパード 日外アソシエーツ
日頃、会議や集会で議事録を書いたりまとめたりするが、なぜ記録を残すのか、それを保存・維持す
る為にはどうすれば良いか分からない。近年、ITの技術が向上し、電子データで記録するようになっ
たが、何に注意すればいいか分からない。そんな人が読むべき本だと思います。

マネジメント総合学科

336.9//U45 スタートアップ会計学　　第2版 上野清貴編著 同文舘出版
この本は会計に関して、初級のことから上級のことまで分かりやすく解説されています。会計に興味
はあるけどなにも分からない、又は会計を勉強していて、もっと会計を知りたいという方、ぜひよんで
みてください。

マネジメント総合学科
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349.04//N77
地方財政の四半世紀を問い直す　(日本地方財
政学会研究叢書 ; 第25号).

日本地方財政学会編 勁草書房 卒論の研究テーマが地域活性化なので参考文献になるかと思い選びました。 経済学科

361.454//Ki13 「コミュ障」の社会学 貴戸理恵 青土社
空気を読むこと、人とのつながり、が苦手な人にぜひおすすめな社会学の本です。生きづらさを抱え
た人にもおすすめです。

マネジメント総合学科

361.5//I43 
オタク文化と宗教の臨界 : 情報・消費・場所をめ
ぐる宗教社会学的研究

今井信治 晃洋書房 タイトルにひかれました。内容はよくわからないのですが、インパクト感が凄かったので選びました。 薬科学科

361.63//Ma26
地域産業の盛衰と家族変動の社会学 : 産業時
間・世代・家族戦略

前田尚子 晃洋書房
卒論のテーマである地域活性化の中で人間の摩擦も取り上げようと思っていたので参考にしたいと
思い選びました。

経済学科

366.3//O38
上司と部下の深いみぞ : パワー・ハラスメント完
全理解

岡田康子編著 紀伊國屋書店 来年の春から社会人になるので、パワハラとはどんなものなのか、知っておきたかった。 マネジメント総合学科

368.83//Sl 
ウルフ・ボーイズ : 二人のアメリカ人少年とメキシ
コで最も危険な麻薬カルテル

ダン・スレーター 青土社

369.36//Te63
避難指示解除後を生きる : 福島第1原発事故7年
: 古里なお遠く、心いまだ癒えず

寺島英弥 明石書店 同じ福島県民として、より大きな被害にあった地域の現状を、リアルな現実を知りたいと思ったから。 社会経済システム学科

371.3//H54
人口減少社会と高校魅力化プロジェクト : 地域人
材育成の教育社会学

樋田大二郎, 樋田有一郎 明石書店
ゼミで地域教育という観点から地域再生につなげようという取り組みを担当しているので、とても参考
になりそうと思ったから。

社会経済システム学科

379.7//Y51 東大教授が教える独学勉強法 柳川範之 草思社
大学生になってから独学を始めた人は多いと思いますが、「どうしたらいいか分からない」と困っては
いませんか？この本は具体的に方法を提示しているので、読みやすく実行に移しやすいです。

マネジメント総合学科

399.23//Mo72 最高の戦略教科書孫子 守屋淳 日本経済新聞出版社 中国でこんな本を読んだことがある。
経営学研究科ビジネス専
攻

410.2//Me69//1
数学の萌芽から17世紀前期まで (数学の歴史;
1)

メルツバッハ, ボイヤー 朝倉書店
数学という分野が歴史と組み合わさりながら説明されていてとても分かりやすいです。専門性が少し
強いですが借りてみて熟読してください。

マネジメント総合学科

417//Ku13 統計学 久保川達也, 国友直人 東京大学出版会
数字、計算の意味・理由が”言葉”で書いてあるので、理数系学部以外の人でも読みやすいと思いま
す。

マネジメント総合学科

430//I76 薬学のための基礎化学 石川さと子, 望月正隆 化学同人
薬学生の基本的に押さえておくべき化学を知ることができる本なので、気軽に読めそうと思い選びま
した。

薬科学科

440//I81 宇宙生命科学入門 : 生命の大冒険 石岡憲昭 共立出版
宇宙について興味があったのと、JAXAの宇宙船内には自分が使用したことのある器具が宇宙実験
でも使用されていることを知りました。宇宙が好きな人や宇宙実験はどういうものなのかを知れる一
冊です。

理学研究科物質科学専攻
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440.12//Ty8 宇宙へようこそ : 宇宙物理学をめぐる旅
ニール・ドグラース・タイソン
[ほか]

青土社
宇宙に興味があった。
オススメ！　アインシュタイン宇宙 / 宇宙ひも、ワームホール、時間旅行

マネジメント総合学科

448.9//B76 地図の世界史大図鑑 ジェリー・ブロットン 河出書房新社
フルカラーで読めるというだけでなくその時代の人がどんな情報を求めていたか、あるいはどのよう
な情報を載せたかったかが伺える。

薬学科

460//Ta82
わかる!身につく!生物・生化学・分子生物学　　改
訂2版

田村隆明 南山堂
生物系の実験をしているので、この本は読みやすいと思いました。実験が始まったが生物系の知識
があまりないという人に読んでもらいたいです。

理学研究科物質科学専攻

460.75//Y44 ライフサイエンス顕微鏡学ハンドブック
山科正平, 高田邦昭責任
編集

朝倉書店
研究や実習などで知っておくべきマニュアルが沢山載っているので自分の勉強に役立つと思い選び
ました。

薬科学科

461.6//Ma15
星屑から生まれた世界 : 進化と元素をめぐる生
命38億年史

ベンジャミン・マクファーラン
ド

化学同人
私はいままで知っていた元素が地球とともに生きていたとは考えたことがなく、この本を読んでなっと
くすることがたくさんありました。周期表を知っていても、あまり知らなくても読んでみたらおもしろいと
思いました。

理学研究科物質科学専攻

480.9//A84
動物保護入門 : ドイツとギリシャに学ぶ共生の未
来

浅川千尋, 有馬めぐむ 世界思想社 今、社会的に話題となっている動物保護のやり方などが学べると思ったから。 社会経済システム学科

488.038//N77 日本の野鳥 : フィールド図鑑 叶内拓哉解説 文一総合出版 鳥の特徴が一目でつかめて読みやすく使いやすい本だなと思い選びました。 経済学科

490.15//Ky2 ルポ最期をどう迎えるか 共同通信生活報道部 岩波書店
誰でも必ず向き合わなければならない「死」
大学生のうちに「終活」の一つとして読んでみたいと思ったから。

社会経済システム学科

490.2//P24 医学の歴史大図鑑 スティーヴ・パーカー監修 河出書房新社 医学や解ぼう学の事に興味があったから。
経済学科
薬科学科

491.371//J11
脳 : 心の謎に迫った偉人たち (歴史を変えた100
の大発見).

トム・ジャクソン 丸善出版
脳について興味があったから。
オススメ箇所：神経細胞、IQ
多くの図解がありみやすい！

マネジメント総合学科

492.89//Y42
バイオマテリアルサイエンス : 基礎から臨床まで
第2版

山岡哲二 [ほか] 東京化学同人
生化学の実験をやっているので、教科書を読むよりも臓器での働き化学式や図を用いているので読
みやすいと思いました。生化学の実験をする人は読んでみてもいいと思いました。

理学研究科物質科学専攻

493.937//P42 犬として育てられた少年 : 子どもの脳とトラウマ
ブルース・D.ペリー, マイア・
サラヴィッツ

紀伊國屋書店 おもしろそうだから。 薬学科

497.7//Ka39 
食育とむし歯予防の本 : ママになった歯科医師・
歯科衛生士・管理栄養士が伝えたい!

神山ゆみ子 [ほか] 医歯薬出版
子供の頃にどんなことをすれば健康に育つのかという考えをママ視点を見ることができる本です。興
味があり選びました。

薬科学科

498.1//N73 医療経済・政策学の探究 二木立 勁草書房
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499.8//A62 漢方薬のストロング・エビデンス 新井一郎 じほう 漢方の本はあまり多くなく、めずらしく、字があまり小さくなく読みやすかったから。 薬学科

501.83//Ta96
質的イノベーション時代の思考力 : 科学技術と社
会をつなぐデザインとは

田浦俊春 勁草書房
イノベーションというワードをたびたびきくから。
オススメ！　第3章：シンセシスの方法論
第5章：構成的デザインのための思考力

マネジメント総合学科

547.4833//N43 イラスト図解でよくわかるHTML&CSSの基礎知識 中田亨 技術評論社
今度ホームページを作るので、図解付きで初心者にも分かり易いこの本で勉強したいと思い選びま
した。

経済学科

596//N42 調理学の基本 : おいしさと健康を目指す 第4版 中嶋加代子編著 同文書院
私は趣味で料理をするのですが、いつもクックさんのネットレシピを使うので、自作の料理で美味しい
ものが作りたいと思っていました。それには、ある程度知識が欲しかったので、この本を読みたいと思
いました。

マネジメント総合学科

596.04//Ko11
飲み食い世界一の大阪 : そして神戸。なのにあ
なたは京都へゆくの

江弘毅 ミシマ社 関西の食と街に興味があって、地方のことを知りたかったから。 社会経済システム学科

596.3//Ki19 ぜんぶ簡単どんぶり  (はらぺこスピードレシピ). きじまりゅうた 世界文化社 おいしそうなどんぶりがたくさん載っていて、この本を読んで実際に作ってみたいと思い選びました。 経済学科

619.91//N96 スパイス完全ガイド　最新版 ジル・ノーマン 山と渓谷社
左上のさし絵や中央のスパイスの写真が見やすく、一目で分かりやすい。また、後半においてはおい
しそうなスパイス料理のレシピが載っていて、読む分にも使う分にも楽しめそうだから。

化学科

778.77//Y78
大ヒットアニメで語る心理学 : 「感情の谷」から解
き明かす日本アニメの特質

横田正夫 新曜社
アニメ好きな人、心理学に興味ある人どちらにもオススメできます！アニメ作品ごとに章の構成がな
されているので（ex.君の名は, アナと雪の女王）好きなアニメだけ読んでみることもできます。

マネジメント総合学科

783.7//N95 私のプロ野球80年史 野村克也 小学館
名前は知っているけどどんな選手だったのかは知らなかったため。ちょくちょく現役選手の名前が出
てくるので読みやすいです。

社会経済システム学科

789//Ko76 今までにない職業をつくる 甲野善紀 ミシマ社
この本は「自分自身の正直な実感を通して自分の道を切り拓く」方法が載っています。武術と関連づ
けながら分かりやすく書いてあります。

マネジメント総合学科

816//Ma73
迷わず書ける記者式文章術 : プロが実践する4
つのパターン

松林薫 慶應義塾大学出版会

833//H38 日常英語連想辞典 橋本二郎編著 三省堂

913.6//A12  キャプテンサンダーボルト 阿部和重, 伊坂幸太郎 文藝春秋

913.6//A83 ままならないから私とあなた 朝井リョウ 文藝春秋
この本の著者である朝井リョウさんの「何者」を以前読んで、とてもおもしろかったからこの本も読ん
でみたかった。

マネジメント総合学科

913.6//E62 エピローグ 円城塔 早川書房
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913.6//H11 成功者K 羽田圭介 河出書房新社 著名な作家さんであることと、タイトルのインパクトに惹かれました。 経済学科

913.6//H55 人魚の眠る家 東野圭吾 幻冬舎 東野圭吾さんの本を読んでみたかったから。タイトルに引きつけられました。 社会経済システム学科

913.6//H55 マスカレード・ナイト 東野圭吾 集英社 犯人は他の人に化けられるので、心理的に犯人を探しながら読める作品だと思います。 経済学科

913.6//H55 僕が殺した人と僕を殺した人 東山彰良 文藝春秋
「夏休みが終わる二日前、ぼくたちの人生はここから大きく狂いはじめる」という言葉にどう狂いはじ
めるのかすごくきになりました。

経済学科

913.6//H55 罪の終わり 東山彰良 新潮社 「食人の神」という神様はどういう人なのかきになったので選びました。 経済学科

913.6//I33 空飛ぶタイヤ 新版 池井戸潤 実業之日本社 映画化される本は過去の例を見てみてもいい物ばかりなので、読んでみたかった。 経済学科

913.6//I33 陸王 池井戸潤 集英社 テレビでもみたことあったのでさらに楽しめた。テレビで見たことある人はおすすめ。 社会経済システム学科

913.6//Ma71 劇場 又吉直樹 新潮社 又吉直樹という人の描く恋愛小説にとても興味をもったから。 社会経済システム学科

913.6//Mi39 ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊かなえ 光文社 湊かなえ作品の描写がもともと好きで、人の心の裏がちゃんと描かれていて興味がわいたから。 社会経済システム学科

913.6//Mu62 ワンダフル・ワールド 村山由佳 新潮社
本の帯を読んで興味を持ちました。
「別れが訪れるとわかっていても、いま共に過ごすこの時間に意味がないとは思いたくなかった。むし
ろ限りあるものだからこそ今が輝くのだ。」

マネジメント総合学科

913.6//N37 R帝国 中村文則 中央公論新社
絵が斬新だったから選びました。そして「朝、目が覚めると戦争が始まっていたという」という始まりが
おもしろそうだと思います。

経済学科

913.6//N81 おまじない 西加奈子 筑摩書房
帯に、「さまざまな人生の転機に思い悩む女子たちの背中をそっと押してくれる魔法のひとこと-。」と
あり、この本を読んだ女性の方が幸せになるといいなと思った。

マネジメント総合学科

913.6//N81 舞台 西加奈子 講談社
ラジオも聴く程好きな作家さんで独特な世界観に惹かれました。他の作品も読んでいるので読んで
みたくなりました。

経済学科

913.6//N81 i (アイ) 西加奈子 ポプラ社 タイトルと帯の文章に惹かれて選びました。好きな作家さんなので嬉しいです。 経済学科

913.6//Sa46 氷の轍 桜木紫乃 小学館
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913.6//Ta97 百年の散歩 多和田葉子 新潮社 穏やかに日常を描いている風に見えた。刻印の様に街のそれまでの背景が見える。 薬学科

913.6//Ts44 かがみの孤城 辻村深月 ポプラ社 自分が読みたい。 薬科学科

913.6//Y84 いまさら翼といわれても 米澤穂信 KADOKAWA

913.6//Y84 王とサーカス 米澤穂信 東京創元社
「ミステリベストランキング2年連続3冠達成」という謳い文句からこの本はまちがいなくおもしろいだろ
うと思ったので、選びました。

経済学科

916//C52 わが家の闘争 : 韓国人ミリャンの嫁入り 趙美良 ミシマ社 日本と韓国の文化のちがいなど面白く書かれていたから。 社会経済システム学科

933.6//I52 鏡の国のプリズム  (アリスのことば学 ; 2). 稲木昭子, 沖田知子 大阪大学出版会 「鏡の国のプリズム」に興味がわいたから。 経済学科

※掲載しているコメントはすべて、記載時に、本人より公開の了解を頂いています
城西大学水田記念図書館
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