
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、学年

007.3//O11
どうトラブルを避けるの? : ネット体験・コミュニケーショ
ン術

 尾花紀子[ほか]著. 岩波書店 ネットはよく使うので役に立ちそうだと思いました。 短大、1年

007.3//O84
アウト・オブ・コントロール : ネットにおける情報共有・
セキュリティ・匿名性

 大谷卓史著. 岩波書店 [無記入] 薬学・院、2年

007.35//D54
ファーストペンギンの会社 : デジタルガレージの20年
とこれから

 デジタルガレージ創業20周年
記念プロジェクトチーム編.

ダイヤモンド・ビジネス
企画

インターネットの普及の成長と共に成功してきた会社。未知の需要を予測して取り組む"ファーストペンギン"精
神を学べそう。

現代政策、2年

007.63//Ka39
Wordによる論文・技術文書・レポート作成術 :
Word2013/2010/2007対応

 神谷幸宏著. コロナ社 自分がレポートを書くときの参考に。 薬学、4年

021.2//F76 インターネットビジネスの著作権とルール
 福井健策編 ; 福井健策 [ほ
か] 著.

著作権情報センター インターネットでの著作権をおろそかにはできないと思ったから。 経営、2年

021.2//Ko78 クリエイターのための著作権入門講座
 コンピュータソフトウェア著作
権協会編.

マイナビ [無記入] [無記入]

021.2//Y97 デジタルコンテンツの著作権Q&A  結城哲彦著. 中央経済社 事例ごとに載っており、図も多く載っているのでわかりやすい。セミナーは誰でも行うのでためになる。 [無記入]

021.2//Y97 デジタルコンテンツの著作権Q&A  結城哲彦著. 中央経済社 自身も行っていた、あるいは行う可能性がある事例がいくつものっていた。 薬学・院、1年

024.067//Ma66
知的資本論 : すべての企業がデザイナー集団になる
未来

 増田宗昭著. CCCメディアハウス
会社で働く以上みなデザイナー、という斬新であるように聞こえますが、納得する会社員のあり方を学べます。
文字も大きくポイントにはラインが引いてあり、とても読みやすいです。

現代政策、2年

217.6//U13
ヒロシマ戦後史 : 被爆体験はどう受けとめられてきた
か

 宇吹暁著. 岩波書店
あまりにも戦後における被爆者の事実を私たちは知りません。今年で広島に原爆が投下されて70年がたとうと
している今、知らなければならない真実があるのではと思ったため。

現代政策、4年

219.9//N47
近代東アジア史のなかの琉球併合 : 中華世界秩序か
ら植民地帝国日本へ

 波平恒男著. 岩波書店 日本とは何かを考えるにいい。 [無記入]

ミニ展示「学生選書2014 Part2 学生が選んだおすすめ本84冊」

10月24日から11月15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2014 Part2」を行いました。

今回の選書には28名の学生が参加し、
10月24日に行われた講演会「知っておこう著作権」に関する図書の他、

各学部に関連する分野の中から、計84冊が蔵書に加えられました。
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321.1//Ts77 「法と経済学」による公共政策分析  常木淳著. 岩波書店 法と経済は分離して考えることの多い世の中で柔軟性のある辻褄のあった新しい考え方を提案してくれます。 現代政策、2年

327.2//H35 民事訴訟法  長谷部由起子著. 岩波書店 六法の一つでもある「民事訴訟法」について、以前から興味があったから。 経営、3年

335.1//U32 ドラッカー入門 : 未来を見通す力を手にするために  上田惇生, 井坂康志著. ダイヤモンド社
以前「もしドラ」を読んだことがあり、ドラッカーに興味があり、もっと彼や彼の考え方を知りたかったので選びま
した。

現代政策、4年

336//Mu54 グロービス流ビジネス基礎力10 : 27歳からのMBA  グロービス経営大学院著. 東洋経済新報社 将来自分に必要になってくるであろう「力」が学べる本だと思います。ぜひ読んでみたくなりました。 現代政策、3年

336.3//F95
「だから女はダメなんだ」と言われない女性リーダーの
心得

 古谷治子著.
日経BPコンサルティン
グ

自分が女なのでこの本のタイトルを見て選びました。女性の強みを生かした働き方は女性誰もが気になるもの
だと思いました。

現代政策、3年

336.9//Ku45 図解財務3表のつながりでわかる会計の基本  國貞克則著. ダイヤモンド社 自分の分野だし、経営・財務分析ができると書かれていたので。 経営、3年

336.9//Ku56 財務会計の現状と展望  倉田幸路編著. 白桃書房
会計基準の国際的コンバージェンスが進められている現在、各国の会計基準の差異に焦点を当て書き進めら
れている本書は非常に参考になると思ったから。

経営・院、1年

336.9//Mu59 企業会計の基礎理論  村田直樹著. 同文舘出版 自分の分野であること、中をペラペラ見た時に気になっていた言葉が解説されていたので読みたくなった。 経営、3年

336.9//U52 財務会計の基礎理論と展開
 上江洲由正, 大城建夫編著 ;
浦崎直浩 [ほか] 著.

同文舘出版 財務会計を基礎から説明していて、初学者にも分かりやすいと思ったから。 経営・院、1年

338.253//Sh34 バブルの正しい防ぎかた : 金融民主主義のすすめ  ロバート・J.シラー著. 日本評論社
バブル崩壊によって受けた影響は私たちの両親が実際に体験したものなので、どのようなことが起こったのか
知ることが出来る。

経済、4年

361.45//I89 メディアとコミュニケーションの文化史  伊藤明己著. 世界思想社 言葉とコミュニケーションの歴史をこれ1冊で学ぶことができる。 経営、2年

366.94//H48 人と組織を変える自己効力  林伸二著. 同文舘出版 自己効力が周りに影響を与え、優れたリーダーになれるという見出しに惹かれた。 医療栄養、3年

367.61//Ka97 日本の児童虐待重大事件 : 2000-2010  川崎二三彦, 増沢高編著. 福村出版
この中に私の知っている子のお話がありました。あの頃は「どうしてもっと親身になってあげられなかったのだろ
う」と反省するとともに、忘れたくない、みんなにも忘れないでいてほしい事件ばかりが載っているので、読んで
もらいたいです。

現代政策、2年

367.68//Su96
「ひきこもり」に何を見るか : グローバル化する世界と
孤立する個人

 鈴木國文, 古橋忠晃, ナター
シャ・ヴェルー編著.

青土社
最近、「ひきこもり」について取り上げられていることがめっきり減った気がするが解決していない、解決策が見
つかりにくいことに変わりはなく再確認の意味を込めて選書させていただきました。

数学、2年

369.44//Sa32
証言冷たい祖国 : 国を被告とする中国残留帰国孤児
たち

 坂本龍彦著. 岩波書店
中国残留帰国孤児や婦人についてはこれまでにも多く報道され、多くの書籍が出版されたが、この書籍の著者
はこれまでこの分野で多くの著作を出し、比較的コンパクトなボリュームでわかりやすく記されている。

[無記入]
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373.2//N92 子どもが見ている背中 : 良心と抵抗の教育  野田正彰著. 岩波書店 帯のタイトルに惹かれました。是非!! 薬学、5年

373.2//N92 子どもが見ている背中 : 良心と抵抗の教育  野田正彰著. 岩波書店
帯の追いつめられる教師という言葉にひかれた。教師という立場に人は何を思いながら"教育"をしているのか
気になった。

薬学、5年

402.8//B75
背信の科学者たち : 論文捏造はなぜ繰り返されるの
か?

 ウイリアム・ブロード, ニコラ
ス・ウェイド著 ; 牧野賢治訳.

講談社 [無記入]  [無記入]薬学、4年

410.33//Ka55 数学用語英和辞典  蟹江幸博編. 近代科学社
数学の洋書を読むことはとても大事であるが、この辞典は調べたい数学用語に関連する単語も色々書かれて
いて使いやすそうだったから。

数学、3年

410.4//I17 人につむじがあるわけ : 数学を味わうための12話  一樂重雄著. 日本評論社
友達に数学が苦手な子がいるので読んでもらいたいと思った。この本を読んで苦手な数学が面白い数学になっ
てもらえると思いました。

現代政策、3年

410.4//Ta81 ぼくと数字のふしぎな世界
 ダニエル・タメット著 ; 古屋美
登里訳.

講談社
グリム童話やゆきだるまなど、数字とは何が関係するのだろうと読み進めていくと、数字の世界にひきこまれ、
その不思議さに飽きることなく考え続けてしまうような作品です。

現代政策、3年

411.4//Ko75 代数方程式のはなし  今野一宏著. 内田老鶴圃 方程式の歴史を辿りながら、定理などを紹介していて面白そうだったから。 数学、3年

413//A85 応用解析 : 微分方程式・ラプラス変換・フーリエ解析  浅倉史興著. 培風館 コンパクトにまとまっていて読みやすそうだったから。 数学、3年

413//Y86 近代解析  吉田耕作著. 共立出版 関数解析を勉強するのに目的がはっきりしていて、読みごたえがありそうだったから。 数学、3年

433.45//N77 LC/MS,LC/MS/MSの基礎と応用 日本分析化学会編. オーム社
化合物の解析によく用いられるLC/MC、LC/MS/MS。でも、実際に行うのは難しい！そんなあなたのための
本！

薬学研究科、1年

460//N27 やさしい基礎生物学
 南雲保編著 ; 今井一志 [ほ
か] 著.

羊土社 タイトルにあるようにすごく優しく、わかりやすく書かれています！オールカラーなので楽しく勉強できます！ 薬学研究科、1年

460.21//Su32 論文捏造はなぜ起きたのか?  杉晴夫著. 光文社 今、話題のSTAP細胞から過去の捏造事例まで詳しく書かれていました！ 薬学研究科、1年

467.3//H41 エピジェネティクスの産業応用  畑田出穂, 久保田健夫監修. シーエムシー出版
生命科学の分野ではなにかと話題に挙がるエピジェネティクスについて基礎から疾患との関連など多くの情報
がつまった本です！

薬学研究科、1年

490.15//H56
自分で決める人生の終い方 : 最期の医療と制度の活
用

 樋口恵子編. ミネルヴァ書房
鎮痛剤や心肺蘇生、鼻チューブなどの最後の医療と呼ばれるものを自分が受けたいかや、身内がどうしたいか
などは、いつ何が起こるか分からないので、なかなか話しにくい内容ではありますが、大切だと考えさせられる
本でした。

現代政策、3年

490.2//A41 図説世界を変えた50の医学
 スーザン・オールドリッジ著 ;
野口正雄訳.

原書房 現代の医学の成長があるのは、この50人のおかげ!! 薬学研究科、1年
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490.7//Ta82
ワンランク上のジャーナルにアクセプトされる英語医
学論文作成術 : 最新の臨床研究から学ぼう!

 田村房子著. 中山書店 例を挙げながらポイントをつかみやすい構成と内容であるところが良い。 薬学・院、3年

490.7//Ta82
ワンランク上のジャーナルにアクセプトされる英語医
学論文作成術 : 最新の臨床研究から学ぼう!

 田村房子著. 中山書店 [無記入] 薬学・院、2年

493.74//Th6 依存症ビジネス : 「廃人」製造社会の真実
 デイミアン・トンプソン著 ; 中
里京子訳.

ダイヤモンド社 人間の意志の弱さやストレス、欲望を利用して社会は動いている。企業の本当の姿が書かれている1冊です。 現代政策、3年

493.758//I89
ボケない食べ方 : 認知症を予防し、進行を抑える食事
と運動

 伊藤晴夫著. 緑風出版
不治の病と思われていた認知症は生活習慣の一種であることが最近分かってきた、という内容に驚きました。
食事だけではなく体操なども収録されているところがいいなあと思いました。

現代政策、3年

498.3//Y96 いつでもできる簡単エクササイズ  湯浅景元著. 岩波書店
日常生活の中で、今あるもの・ヒトを使い、工夫一つで健康作りをできるというのは、学生だけではなく教員・シ
ニアの方々にも読めるもの。健康書と違ってやわらかい書き方をしてあるようなので、手に取りやすいのかなと
思い、選びました。

経営、3年

498.55//Ma35
塩分早わかり : いつも食べる量の塩分がひと目でわ
かる

 牧野直子監修・データ作成 ;
女子栄養大学出版部編.

女子栄養大学出版部 管理栄養の勉強で使うから。 医療栄養、3年

498.58//Ku11
実践栄養カウンセリング : 患者の行動変容を促す!栄
養指導から栄養教育へ!

 久保克彦著. メディカ出版 管理栄養士の国家試験に使えると思う。 医療栄養、3年

519.21//Mi77 戦後日本公害史論  宮本憲一著. 岩波書店
わが国では戦後多くの公害を経験した。それらを統括し、公害を概観するとともに、公害のない日本を造るため
に必要な一書と考えられる。

[無記入]

547.4833//Ta77
Amazon Web Services基礎からのネットワーク&サー
バー構築 : さわって学ぶクラウドインフラ

 玉川憲, 片山暁雄, 今井雄太
著.

日経BP社 パソコンをそれなりに操作できる人であればネットワークとサーバーの基礎を学べると思った。 経営、2年

589.2//Mi76 三宅一生未来のデザインを語る
 [三宅一生述] ; 重延浩聞き
手・編.

岩波書店
日本のファッションにおいて"三宅一生"なしでは語れない。そんな三宅氏のデザイン哲学がこの本で読めると
思ったため。

現代政策、4年

646.1//N54 47都道府県・地鶏百科  成瀬宇平, 横山次郎著. 丸善出版
お肉好き必見！県ごとの購入数と、さらに肉や卵を使った料理、お菓子が書いてあり、お肉愛が深まる1冊に
なっていると思います。

現代政策、3年

675.3//O54
ヒットの教科書 : プロジェクトを成功させた「挑戦者」に
学ぶ

 奥井真紀子著. 日経BP社
どのようなマーケティングを行って、商品をヒットさせたのか、ヒットを生むためのビジネス書ということで読んで
みたくなりました。

現代政策、3年

689.21//Su52 日本人だけが知らない「ニッポン」の観光地  水津陽子著. 日経BP社
まずタイトルに惹かれてこの本を読んでみたいと思いました。日本人の視点からではなく外国人の視点からみ
た観光地。観光大国になるために何が必要か考えさせられる本だと思います。

現代政策、3年

689.2152//I93 長野〈東北信〉は観光で輝く  岩切正介著. 原書房
地元、長野県の歴史や見所がつまった一冊。関東からも近く、交通も便利な観光地としての長野県の魅力がつ
まっていたため。

現代政策、4年

751.5//G19 香水瓶の図鑑 : フォトグラフィー
 ベルナール・ガングレール著
; ブリス・アニェリ写真 ; 木村高
子訳.

原書房
香水瓶の歴史からコレクションまで、見ているだけで美しさに取りつかれます。香水は人を引き付け、記憶に残
させるが、香水瓶が過ごした月日も人を引き付ける。

現代政策、4年
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780.19//Y53 親子で学ぶスポーツ栄養
 柳沢香絵, 岡村浩嗣編著 ; 池
田香代, 近藤衣美, 村上知子
[著].

八千代出版 スポーツをやっていてとても知りたいから。絵でわかりやすい。 医療栄養、3年

809.2//G17
TED驚異のプレゼン : 人を惹きつけ、心を動かす9つ
の法則

 カーマイン・ガロ著 ; 土方奈
美訳.

日経BP社 TEDでプレゼンを学びたい。良質なプレゼンとは何か。 経営、2年

816//N92 なぜ伝わらない、その日本語  野田尚史著. 岩波書店
日常、目にする様々な例が載っており、パッと見るだけではなぜ伝わらないのかわからないこともあり、限られ
た文書量で伝えたいことを伝える参考になる。

薬学、5年

816.5//F92 文章ベタな人のための論文・レポートの授業  古郡廷治著. 光文社 [無記入] 薬学・院、2年

816.5//Ke26 学生による学生のためのダメレポート脱出法
 慶応義塾大学日吉キャンパ
ス学習相談員著.

慶応義塾大学出版会 "学生による"というのが新鮮だったから。 数学、3年

816.5//Ko34 「論文を書く」ということ : 憂鬱な知的作業のすすめ  小磯明著. 御茶の水書房 実験をして、データをまとめて考察するのはとても楽しい。でも、論文にまとめるのはつらい。 薬学・院、1年

913.6//I68
アイネクライネナハトムジーク = Eine kleine
Nachtmusik

 伊坂幸太郎著. 幻冬舎
最近、この本のタイトルの言葉をよく耳にする。モーツァルトのセレナードだったり、東京メトロのCMの曲にも似
ています。もうここから、伊坂ワールドに入り込んでしまっているのではと思って。

現代政策、4年

913.6//I68 首折り男のための協奏曲  伊坂幸太郎著. 新潮社 ぐるりと回って繋がる伊坂作品。どれも好きですが、この知編集も読み易いと思います。 薬学、2年

913.6//Ka21 アクアマリンの神殿  海堂尊著. KADOKAWA 「モルファウスの領域」続編。バチスタワールド、SFとも青春ものとしても読める一冊。 薬学、2年

913.6//Ky3 遠野物語拾遺retold
 京極夏彦, 柳田國男著 ; 角川
学芸出版編集.

KADOKAWA 新たな語り口の遠野物語。 薬学、2年

913.6//Ma34 悟浄出立  万城目学著. 新潮社 「西遊記」を読んだ上で読むことをお勧めします。 薬学、2年

913.6//Mi71 荒神  宮部みゆき著. 朝日新聞出版 朝日新聞での連載作品。時代物。 薬学、2年

923.5//Sa63 三国志 : 完訳 (1-8巻)
 羅貫中 [著] ; 小川環樹, 金田
純一郎訳

岩波書店 三国志が好きなので選びました。 薬学、4年

923.5//Sa63 三国志 : 完訳 (1-8巻)
 羅貫中 [著] ; 小川環樹, 金田
純一郎訳

岩波書店 [無記入] 薬学、4年

933.7//E89 遁走状態
 ブライアン・エヴンソン著 ; 柴
田元幸訳.

新潮社
具体的な描写で不思議な設定を描いた短編集。イラストや若者好みの描写も多く、文芸離れにも読みやすそ
う。

現代政策、2年
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933.7//G82 ペーパータウン
 ジョン・グリーン作 ; 金原瑞人
訳.

岩波書店 [無記入] 薬科、4年

933.7//L59 ナルニア国ものがたり (1-7巻)  C.S.ルイス作 ; 瀬田貞二訳. 岩波書店 映画を見て興味を持ったので。 薬学、4年

933.7//L59 ナルニア国ものがたり (1-7巻)  C.S.ルイス作 ; 瀬田貞二訳. 岩波書店 映画が完結していないので続きが気になった。 薬学、4年

936//St4 ミラクル・ツインズ! : 難病を乗り越えた双子の絆
 イサベル・ステンツェル, アナ
ベル・ステンツェル著 ; 大貫昌
子訳.

岩波書店
CFになる可能性、双子の可能性に合わせて18億に1人なのに、双子が同じ病気にかかり、病気と闘う双子の親
の姿が感動的でした。

経済、4年

952.5//A38 フランス演劇の誘惑 : 愛と死の戯れ  秋山伸子著. 岩波書店 フランス演劇の世界を知ってみたいと思った 経営、2年

※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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