
請求記号 書名 著者名 出版年 出版社

007.1//Mi75 代数学から学ぶ暗号理論 : 整数論の基礎から楕円曲線暗号の実装まで 宮地 充子 2012.3 日本評論社

007.13//B12 ソフトコンピューティングの基礎と応用 馬場 則夫 2012.4 共立出版

007.13//Ta64 心をもつロボット : 鋼の思考が鏡の中の自分に気づく! 武野 純一 2011.11 日刊工業新聞社

007.3//R98 はじめて学ぶ情報社会 劉 継生 2012.4 昭和堂

007.6//H87 図解コンピュータアーキテクチャ入門 堀 桂太郎 2011.11 森北出版

図書館ミニ展示「学生選書2012 学生が選んだおすすめ本79冊」

学生選書2012 学生が選んだおすすめ本79冊　※2012年5月28日～6月8日実施。

＆「2012年上半期ベストリーダー」
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007.63//Sh17 プレゼンテーション概論 : 実践と活用のために 柴岡 信一郎 2012.4 朝倉書店

007.64//I89 Springs of C : 楽しく身につくプログラミング 伊藤 祥一 2012.2 森北出版

019.9//U14 街場の読書論 内田 樹 2012.4 太田出版

104//Ko45 暇と退屈の倫理学 國分 功一郎 2011.1 朝日出版社

121.04//Mu43 二一世紀は日本人の出番 : 震災後の日本を支える君たちへ 村上 和雄 2011.1 学文社

290.13//Su48 地域環境の地理学 杉浦 芳夫 2012.3 朝倉書店

311.1//O88 政治哲学入門 : 政治・共同体・イデオロギー 大塚 桂 2012.2 法律文化社

312.21//Mo45 韓国政治・社会における地域主義 森 康郎 2011.1 社会評論社

331.6//Ma59 資本論 : 経済学批判 Marx Karl 1818-1883 2011.12- 日経BP社

331//I32 自滅する選択 : 先延ばしで後悔しないための新しい経済学 池田 新介 2012.5 東洋経済新報社

335.2239//I97 企業経営行動と文化 : マレーシアにおけるエスニック集団の企業経営行動 : 比較分析 岩田 奇志 2012.3 文眞堂

336.1//A93 マネジャーのための経営モデルハンドブック : 知っておくべき「60」の経営モデル AssenMarcel van 2012.3 ピアソン桐原

336.1//Ta33 成功した経営者の「次の戦略」 : 第2の利益を獲得する経営承継 高橋 廣司 2011.11 日本経済新聞出版社

336.3//D59 ストーリーテリングのリーダーシップ : 組織の中の自発性をどう引き出すか Denning Stephen 2012.4 白桃書房

338.3//G62 金融動乱 : 金融庁長官の独白 五味 廣文 2012.3 日本経済新聞出版社

361.5//Ma35 自己啓発の時代 : 「自己」の文化社会学的探究 牧野 智和 2012.3 勁草書房

367.23//I57 ジェンダーの西洋史 井上 洋子 2012.2 法律文化社

369.31//F74 大震災とメディア : 東日本大震災の教訓 福田 充 2012.4 北樹出版

377.9//Ko64 これが論点! 就職問題 児美川 孝一郎 2012.4 日本図書センター

383.8//H98 ケーキの歴史物語 Humble Nicola 2012.3 原書房

383.885//P69 ワインの世界史 : 海を渡ったワインの秘密 Pitte Jean-Robert 1949- 2012.2 原書房

404//Mi59 ガイドツアー複雑系の世界 : サンタフェ研究所講義ノートから Mitchell Melanie 2011.12 紀伊國屋書店

410.79//Mi13 離散数学パズルの冒険 : 3回カットでピザは何枚取れる? Michael T. S. 2012.4 青土社

410.9//Sh18 数学序論 : 集合と実数 柴田 敏男 2011.12 共立出版

410.9//Ta84 ゲーデルに挑む : 証明不可能なことの証明 田中 一之 2012.4 東京大学出版会

410.96//B32 数理論理学 = Mathematical logic 戸次 大介 2012.3 東京大学出版会

411//U45 数学者的思考トレーニング 上野 健爾 2010.7- 岩波書店

413.1//H31 イプシロン・デルタ論法完全攻略 原 惟行 2011.12 共立出版

417//I78 身近な事例で学ぶやさしい統計学 石村 光資郎 2012.2 オーム社

437//Sa69 薬学・生命科学のための有機化学・天然物化学 Sarker Satyajit D. 2012.4 東京化学同人

451.85//W46 「地球温暖化」神話 : 終わりの始まり 渡辺 正 2012.3 丸善出版
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490.9//I64 演習問題で学ぶ漢方薬処方マスター 入江 祥史 2011.11 中外医学社

490.9//Te62 症例から学ぶ和漢診療学 寺澤 捷年 2012.1 医学書院

491.5//Ma66 薬剤師のための医薬品副作用入門 増原 慶壮 2011.12 じほう

492.3//O31 スタートアップ服薬指導 大井 一弥 2012.5 講談社

492.38//Mi77 ステロイド : 服薬指導のためのQ&A 宮本 謙一 2011.12 フジメディカル出版

493.185//Ka87 老人必用養草 : 老いを楽しむ江戸の知恵 香月 牛山 2011.11 農山漁村文化協会

493.195//O38 放射能と健康被害20のエビデンス 岡田 正彦 2011.11 日本評論社

499.1//Mi84 OTC薬とセルフメディケーション : 症状からの適剤探し 宮田 満男 2012.2 金原出版

499.3//Sa25 製剤への物理化学 斎藤 博幸 2012.2 廣川書店

499.3//Sa66 パートナー医薬品化学 佐野 武弘 2012.2 南江堂
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499.6//H48 最新薬剤学 林 正弘 2012.4 廣川書店

499.6//I14 図解臨床調剤学 : みてわかる薬学 一川 暢宏 2011.11 南山堂

499.6//O88 コンパス物理薬剤学・製剤学 大塚 誠 2012.2 南江堂

499.6//Sh69 新薬剤学 原島 秀吉 2011.12 南江堂

499.6//Y31 基礎から学ぶ製剤化のサイエンス 山本 恵司 2011.11 エルゼビア・ジャパン

499.8//N71 薬学生・薬剤師のための知っておきたい生薬100 : 含漢方処方 日本薬学会 2012.3 東京化学同人

539.62//Y12 3・12の思想 矢部 史郎 2012.3 以文社

540.67//Ka94 女房役の心得 : 松下幸之助流お金の「教科書」 川上 徹也 2012.4 日本経済新聞出版社

540.9//Y19 発送電分離は切り札か : 電力システムの構造改革 山田 光 2012.5 日本評論社

596.036//H44 世界の五大料理基本事典 服部 幸応 2012.3 東京堂出版

675//Ka95 集客の教科書 : M-In-Dサイクル・マーケティングのすすめ 川村 洋次 2012.3 中央経済社

685.4//Ki57 駐車場からのまちづくり : 都市再生のために 岸井 隆幸 2012.4 学芸出版社

689.5//D78 ディズニーが教えるお客様を感動させる最高の方法 Disney Institute 2012.5 日本経済新聞出版社

699.21//N81 地デジ化の真実 : 問われる優良コンテンツの制作力 西 正 2012.3 中央経済社

699.221//O11 韓国で日本のテレビ番組はどう見られているのか 大場 吾郎 2012.4 人文書院

760.4//O97 小澤征爾さんと、音楽について話をする 小沢 征爾 2011.11 新潮社

763.2//F95 ピアニストの脳を科学する : 超絶技巧のメカニズム 古屋 晋一 2012.1 春秋社

778.77//Ts37 テレビアニメ夜明け前 : 知られざる関西圏アニメーション興亡史 津堅 信之 2012.4 ナカニシヤ出版

836.5//Sa43 英語論文の書き方入門 迫 桂 2012.4 慶應義塾大学出版会

904//N99 世界は文学でできている : 対話で学ぶ「世界文学」連続講義 沼野 充義 2012.1 光文社

910.26//A12 小説的思考のススメ : 「気になる部分」だらけの日本文学 阿部 公彦 2012.3 東京大学出版会

913.6//F93 古井由吉自撰作品 古井 由吉 2012.3- 河出書房新社

913.6//I57 言語小説集 井上 ひさし 2012.3 新潮社

913.6//I68 PK 伊坂 幸太郎 2012.3 講談社

913.6//O74 鮫島の貌 : 新宿鮫短編集 大沢 在昌 2012.1 光文社

913.6//Sa75 地層捜査 佐々木 譲 2012.2 文藝春秋

933.78//E89 居心地の悪い部屋 Evenson Brian 1966- 2012.3 角川書店
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請求記号 書名 著者名 出版年 出版社

325.2//N14 よくわかる会社法 永井 和之 2007.5 ミネルヴァ書房

377.9//H32//2013 勝てるエントリーシート負けない面接テクニック : すべらない就活 原田 康久 2011.8 中央公論新社

377.9//Ka86 内定率100%!先輩たちの「就活ノート」 加藤 清紀 2010.5 光文社

377.9//Sa32 内定に直結する就活ノート術 : 自分だけの情報で自己PRに差がつく! 坂本 直文 2009.1 日本実業出版社

377.9//Ta81 就活は3年生からでは遅すぎる! : 内定を勝ち取るための、大学1?2年生の過ごし方 田宮 寛之 2011.1 東洋経済新報社

377.9//Ta84 偏差値40から良い会社に入る方法 田中 秀臣 2009.12 東洋経済新報社

377.9//Ts77 就活難民にならないための大学生活30のルール 常見 陽平 2010.5 主婦の友社

道

2012年上半期ベストリーダー（トップ20）　※シラバス図書と館内視聴AV資料を除いた中の貸出回数で抽出。
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431.1//Mo59 分子の構造 坪井 正道 1966.11 東京化学同人

433//Sa93 分析化学の基礎 : 反応と計算 : よくある質問 澤田 清, 山田 眞吉 2005.3 講談社

490.7//Ka95 ライフサイエンス文例で身につける英単語・熟語 河本 健, 大武 博 2009.7 羊土社

499.08//N77//2/3 生体分子・化学物質の構造決定 日本薬学会 2006.2 東京化学同人

602.1//To86//2012 会社四季報業界地図 東洋経済新報社 2006.9- 東洋経済新報社

913.6//H55 ガリレオの苦悩 東野 圭吾 2008.1 文藝春秋

913.6//H55 麒麟の翼 東野 圭吾 2011.3 講談社

913.6//H55 真夏の方程式 東野 圭吾 2011.6 文藝春秋

913.6//H55 マスカレード・ホテル 東野 圭吾 2011.9 集英社

913.6//I33 下町ロケット 池井戸潤 2010.11 小学館

913 6//I57 キャベツ炒めに捧ぐ 井上 荒野 2011 9 角川春樹事務所913.6//I57 キャベツ炒めに捧ぐ 井上 荒野 2011.9 角川春樹事務所

913.6//Mi67 舟を編む 三浦しをん 2011.9 光文社

913.6//N58 神様のカルテ 夏川 草介 2009.9 小学館

「学生選書2012」募集時のポスターです（応募は締め切りました）。→
次回、2012年度後期にも予定しています。

今回参加できなかった方もぜひご参加ください。

＜参考＞　学生選書 募集時ポスター
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