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請求記号順 書名 著者名 出版年 出版社

007.6//U79 ITテキスト基礎情報リテラシ 魚田 勝臣 2008.1 共立出版

007.64//Mm 苦しんで覚えるC言語 MMGames 2011.7 秀和システム

141.93//Ta88 性格の心理 : ビッグファイブと臨床からみたパーソナリティ 丹野 義彦 2003.4 サイエンス社

289.1//Sa25 高麗川の流れのほとりにて : 水田宗子の人生ノート 齋藤 柳光 2010.1 埼玉新聞社

290.1//C47 地理学要説 : 地理学における地域研究 小川 一朗 1985.3 文化書房博文社

290.1//E33 地理学概説 江口 旻 1982 文化書房博文社

290.1//O86 地域分析入門 大友 篤 1982.5 東洋経済新報社

291.093//C88//関西 京都 2012.3 昭文社

291.093//C88//関東 鎌倉 : 湘南・葉山 昭文社出版編集部 2012.3 昭文社

291.093//C88//関東 東京 昭文社出版編集部 2012.3 昭文社

311//Y19 中江兆民翻訳の思想 山田 博雄 2009.11
慶應義塾大学
出版会

325.2//Ta51 会社法入門 宝印刷 2010.3
アスキー
・メディアワークス

335.21//Ko75 ブラック企業 : 日本を食いつぶす妖怪 今野 晴貴 2012.11 文藝春秋

335.3//I51 経営行動論 稲葉 元吉 1979.1 丸善

336.2//Ta98 新訳科学的管理法 : マネジメントの原点 Taylor Frederick Winslow 2009.11 ダイヤモンド社

336.91//F62 ビジネス簿記入門 : 日商簿記3級受験対応 : 会社実務に活かす! 藤本 清一 2007.4 税務研究会出版局

341//St6//1 公共部門・公共支出 1996.8 東洋経済新報社

361.42//U14 日本辺境論 内田 樹 2009.11 新潮社

361.454//H64 アサーション・トレーニング : さわやかな「自己表現」のために 平木 典子 2009.9
日本・精神技術
研究所

366.14//O91 労働法学習帳 大内 伸哉 2010.4 弘文堂

377.04//Mi97
学校法人城西大学名誉理事長水田清子文集 : 創立者水田三喜男の遺業を継
いで

水田 清子 2008.3
城西大学国際学術
文化振興センター

377.15//Ma84 大学生のための知的勉強術 松野 弘 2010.4 講談社

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//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

408//B59//1747 マンガ量子力学 : この世を支配する奇妙な法則 石川 真之介 2011.11 講談社

410.8//Ky5//26 量子力学のスペクトル理論 中村 周 2012.7 共立出版

412//H32//1 数論入門 Hardy G. H. 2001.7
シュプリンガー
・フェアラーク東京

図書館ミニ展示「雨だから本を借りて帰ろう。ベストリーダーTop30」

5月29日、平年より10日早く関東も梅雨入りしました。部屋の中にいることが多くなる今こそ読書のチャンスです！ 今回のミニ展示では、ちょっと前倒しな上半期
（2013年1月1日～5月29日、シラバス指定図書は除く）の貸出回数、上位30位までのものを集めてみました。



413.3//W12 微分積分 和達 三樹 1988.11 岩波書店

413.52//A62 複素解析とその応用 新井 朝雄 2006.12 共立出版

414.5//Ko12 解析幾何学演習 小林 幹雄 1963 共立出版

414.52//Y58 平面解析幾何学 矢野 健太郎 1969.11 裳華房

430//O39 理系なら知っておきたい化学の基本ノート 岡島 光洋 2003.12-2006.3 中経出版

433.4//Ta56 ガスクロマトグラフ法の手ほどき 高山 雄二 1964 南江堂

433.45//D41 液クロ虎の巻
日本分析化学会
液体クロマトグラフィー研究懇談会

2001.11 筑波出版会

433.5//Ta84 赤外分光法 田中 誠之 1993.3 共立出版

433.9//H53 有機化学のためのスペクトル解析法 : UV, IR, NMR, MSの解説と演習 Hesse Manfred 2000.4 化学同人

437//I32 ポイント有機化学演習 池田 正澄 2008.9 廣川書店

437//Ma22//1 有機化学．上 McMurry John 2005.3 東京化学同人

437//Sa25 絶対わかる有機化学 齋藤 勝裕 2003.11 講談社

490.7//Ta33//2 キクタンメディカル : 聞いて覚える医学英単語 高橋 玲 2010.1- アルク

490.76//O54 実験動物 : 取り扱いと実験手技 奥木 実 1968 南山堂

490.76//Sh96 初心者のための動物実験手技 鈴木 潔 1981-1985 講談社

491.5//N68 NEW薬理学 田中 千賀子 2002.4 南江堂

491.5//Te21 薬の効き方がわかる本 丁 宗鐵 1993.8 法研

491.5//Tr4 カッツング薬理学 : エッセンシャル Trevor Anthony J. 2012.1 丸善出版

492.1//N51 臨床検査値の読み方考え方 奈良 信雄 2004.12 医歯薬出版

492//B99//2 循環器 医療情報科学研究所 2010.8 Medic Media

492//B99//6 免疫・膠原病・感染症 医療情報科学研究所 2009.11 Medic Media

499.079//I33 よくわかる薬学計算 池上 勇 2005.3 廣川書店

499.08//N77//4/1 生命体の成り立ち 日本薬学会 2005.3 東京化学同人

499.6//Ku21 徹底解説薬物動態の数学 : 微積分と対数,非線形 九川 文彦 2011.3 廣川書店

499.6//Ta11
絵で見てわかるナノDDS
 : マテリアルから見た治療・診断・予後・予防、ヘルスケア技術の最先端

田畑 泰彦 2007.12 メディカルドゥ

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

576.7//Ma61 機能性化粧品素材開発のための実験プロトコール集 正木 仁 2010.6 シーエムシー出版

576.7//Sh57 新化粧品学 光井 武夫 1993.1 南山堂

576.7//Ta82 香粧品科学 : 理論と実際 田村 健夫 1994.9
フレグランス
ジャーナル社

596//H28//47 結婚披露宴 花咲 アキラ 1994 小学館

602.1 日経業界地図 : 主要企業の実力と次の動きを読む 日本経済新聞社 2004.11- 日本経済新聞社

674.1//Sh49 広告の理論と戦略 清水 公一 2000.4 創成社

675//U74 ビジュアル図解ヒット商品を生む!消費者心理のしくみ 梅沢 伸嘉 2010.5 同文舘出版



780.7//Ke45 健康運動実践指導者用テキスト : 健康運動指導の手引き 健康体力づくり事業財団 2007.4
健康・体力づくり
事業財団

830.79//G63 TOEICテストリスニング基礎強化編 : 1日2ユニット30日間完成 Pifer George W. 2000.8 アルク

830.79//H77 聞いて覚える英単語キクタンTOEIC Test Score 600 一杉 武史 2008.11 アルク

830.79//H77 1駅1題新TOEIC TEST文法特急 花田 徹也 2009.1 朝日新聞出版

830.79//P16 新TOEICテスト470点攻略 パク ドゥグ [2012] 旺文社

830.79//P16 新TOEICテスト730点攻略 パク ドゥグ [2012] 旺文社

830.79//P16 新TOEICテスト620点攻略 パク ドゥグ [2012] 旺文社

830.79//To66 とれる!TOEICテスト500 村田 和代 2001.5
マクミラン
ランゲージハウス

837.7//I11//7 不思議の国のアリス Carroll Lewis 2012.8 IBCパブリッシング

845.08//B88//11 ドイツ語助動詞 藤田 五郎 1966.9 三修社

846//O98 現代独作文の実際的研究 尾関 毅 1980.5 三修社

911.36//Mi97 白鳥 : 句集 水田 清子 1978 白凰社

911.368//Mi97 九十九里 : 句集 水田 清子 2010.6 ふらんす堂

911.368//Mi97 石蕗の花 : 句集 水田 清子 1988.11 白凰社

913.6//A71 植物図鑑 有川 浩 2009.6 角川書店

913.6//A71 図書館危機 有川 浩 2007.3 メディアワークス

913.6//A71 図書館戦争 有川 浩 2006.3 メディアワークス

913.6//H55 ガリレオの苦悩 東野 圭吾 2008.1 文藝春秋

913.6//H55 真夏の方程式 東野 圭吾 2011.6 文藝春秋

913.6//Mu43//1 海辺のカフカ．上 村上 春樹 2002.9 新潮社

913.6//Mu43//1 1Q84 (ichi-kew-hachi-yon) : a novel．book1 村上 春樹 2009.5- 新潮社
城西大学水田記念図書館

同時に「館内視聴AV資料」貸出ランキングも紹介しています。



貸出回数 タイトル DVD番号 監督 発売元

1 78 ハリー・ポッターと死の秘宝．Part1 619 デイビッド・イェーツ ワーナー・ホーム・ビデオ

2 71 ハリー・ポッターと死の秘宝．Part2 620 デイビッド・イェーツ ワーナー・ホーム・ビデオ

3 55 トイ・ストーリー3 628 リー・アンクリッチ ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

4 54 ハリー・ポッターと謎のプリンス 618 デイビッド・イェーツ ワーナー・ホーム・ビデオ

5 53 パイレーツ・オブ・カリビアン : 生命の泉 658 ロブ・マーシャル ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

6 51 アイアンマン 652 ジョン・ファヴロー ソニーピクチャーズエンタテイメント

7 45 シャーロック・ホームズ 647 ガイ・リッチー ワーナー・ホーム・ビデオ

8 38 ハリー・ポッター不死鳥の騎士団 617 デイビッド・イェーツ ワーナー・ホーム・ビデオ

9 35 パイレーツ・オブ・カリビアン : ワールド・エンド 657 ゴア・ヴァービンスキー ウォルトディズニースタジオホームエンターテイメント

10 34 パイレーツ・オブ・カリビアン : デッドマンズ・チェスト 656 ゴア・ヴァービンスキー ブエナビスタホームエンターテイメント

11 33 パイレーツ・オブ・カリビアン : 呪われた海賊たち 655 ゴア・ヴァービンスキー ブエナビスタホームエンターテイメント

12 32 ハリー・ポッターと炎のゴブレット 616 マイク・ニューウェル ワーナー・ホーム・ビデオ

13 30 アイ・スパイ 309 ベティ・トーマス ソニー・ピクチャーズエンタテインメント
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13 30 アイ・スパイ 309 ベティ・トーマス ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

14 27 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 615 アルフォンソ・キュアロン ワーナー・ホーム・ビデオ

15 25 ベスト・キッド 650 ハラルド・ズワルト ソニー・ピクチャーズエンターテインメント

16 24 ロード・オブ・ザ・リング 186 ピーター・ジャクソン 日本ヘラルド映画

16 24 ベンジャミン・バトン : 数奇な人生 646 デビッド・フィンチャー ワーナー・ホームビデオ

16 24 マイティ・ソー 651 ケネス・ブラナー パラマウントジャパン

19 23 スパイキッズ 138 ロバート・ロドリゲス アスミック

19 23 ウォーターボーイズ 199 矢口 史靖 フジテレビジョン : アルタミラピクチャーズ : 電通

21 22 バッドボーイズ2バッド 375 マイケル・ベイ ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

21 22 スパイダーマン3 622 サム・ライミ ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

21 22 ソーシャル・ネットワーク 643 デビッド・フィンチャー ソニー・ピクチャーズエンタテイメント

24 21 ラッシュアワー .15 ブレット・ラトナー 東宝

25 20 ラッシュアワー．2 151 ブレット・ラトナー 東宝

25 20 ウォッチメン : スペシャルエディション 640 ザック・スナイダー パラマウントジャパン

27 19 マトリックスレボリューションズ 645 ウォシャウスキー兄弟 ワーナー・ホーム・ビデオ

27 19 千と千尋の神隠し 175 宮崎 駿 ブエナ ビスタ ホーム エンターテイメント



29 18 ブラック・スワン 642 ダーレン・アロノフスキー 20世紀 フォックス ホーム エンターテイメント

29 18 少林サッカー 188 チャウ シンチー クロックワークス

29 18 硫黄島からの手紙 625 クリント・イーストウッド ワーナー・ホーム・ビデオ

32 17 きみに読む物語 660 ニック・カサヴェテス アーティストフィルムほか

32 17 スパイキッズ2 : 失われた夢の島 291 ロバート・ロドリゲス アスミック

32 17 バッドボーイズ 374 マイケル・ベイ ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

35 16 踊る大捜査線The movie 2 378 本広 克行 フジテレビ

36 15 ハリー・ポッターと賢者の石 164 クリス・コロンバス ワーナー・ホーム・ビデオ

36 15 トレーニングデイ 180 アントニー・フュークワー ワーナー・ホーム・ビデオ

36 15 ダ・ヴィンチ・コード 648 ロン・ハワード ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

36 15 ユー・ガット・メール 659 ノーラ・エフロン ワーナー・ホーム・ビデオ

40 14 A.I. 139 スティーブン・スピルバーグ ワーナー・ホーム・ビデオ

40 14 スパイダーマン 183 サム・ライミ ソニーピクチャーズエンタテインメント

40 14 ハリー・ポッターと秘密の部屋 288 クリス・コロンバス ワーナー・ホーム・ビデオ

43 13 X-men .74 ブライアン・シンガー 20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン

43 13 スパイ・ゲーム 169 トニー・スコット 東宝

43 13 マトリックスリローデッド 302 ウォシャウスキー兄弟 ワーナー・ホーム・ビデオ

43 13 10日間で男を上手にフル方法 346 ドナルド・ペトリ パラマウントホームエンタテインメントジャパン

43 13 S.W.A.T. 361 クラーク・ジョンソン ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

43 13 96時間 644 ピエール・モレル 20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン

49 12 ワイルド・スピード 147 ロブ・コーエン ソニー・ピクチャーズエンタテイメント

49 12 Go 174 行定 勲 東映ビデオ

49 12 パニック・ルーム 185 デビッド・フィンチャー ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

49 12 ロード・オブ・ザ・リング : 二つの塔 300 ピーター・ジャクソン 日本ヘラルド映画

49 12 スパイダーマン2 621 サム・ライミ ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

49 12 プライベート・ライアン 626 スティーブン・スピルバーグ パラマウントジャパン

* リストにある作品の視聴を希望される方は、学生証（貸出カード）をご用意のうえカウンターで「DVDの○番（視聴番号）」

または「レーザーディスクの○○○（タイトル）」とお伝えください。

他の作品は 展示コ ナ 付近に設置されている「DVD（レ ザ ディスク）リスト」をご覧ください他の作品は、展示コーナー付近に設置されている「DVD（レーザーディスク）リスト」をご覧ください。


