２F企画展示

学生選書

展示期間：9/14-10/3

学生選書とは、学生の皆さんが実際に書店に出向いて学情センターの図書を選ぶ、という企画です。
今回は、昨年までに学生選書で選ばれた図書の一部を展示しています。
学生の視点で選ばれたさまざまな分野の図書から、お気に入りの1冊を探してみてはいかがでしょうか？
展示以外の図書は、２Ｆエレベーター横の学生選書コーナーに並んでいますので、そちらも併せてご覧ください。
資料名等
人工知能に負けない脳 : 人間らしく働き続ける5つのスキル / 茂木健一郎著. - 日本実業出版社, 2015.9.
バイラル・ループ : あっという間の急成長にはワケがある / アダム・ペネンバー
グ著 ; 中山宥訳. -- 講談社, 2010.9.
日経パソコンデジタル・IT用語事典 / 日経パソコン編. -- 日経BP社.
SQLの絵本 : データベースがみるみるわかる9つの扉 / アンク著. -- 翔泳社,
2004.8.
いま、世界で読まれている105冊2013 : eau bleu issue / TEN-BOOKS編. -- テ
ン・ブックス, 2013.12.
これだけは知っておきたいDTP・印刷の基礎知識. -- パイインターナショナル,
2012.11. -- (デザイナーズハンドブック).
近代ニッポン「しおり」大図鑑 / 羽島知之, 竹内貴久雄編. -- 国書刊行会,
2011.10.
もっと!イグ・ノーベル賞 : 世の常識を覆す珍妙な研究に栄誉を! / マーク・エイブ
ラハムズ著 ; 福嶋俊造訳. -- ランダムハウス講談社, 2005.8.
池上彰・森達也のこれだけは知っておきたいマスコミの大問題 / 池上彰, 森達
也著. -- 現代書館, 2015.9.
世界はなぜ「ある」のか? : 実存をめぐる科学・哲学的探索 / ジム・ホルト著 ; 寺
町朋子訳. -- 早川書房, 2013.10.
イデアの哲学史 : 啓蒙・言語・歴史認識 / 神野慧一郎著. -- ミネルヴァ書房,
2011.11.
色彩心理のすべてがわかる本 : 色の基礎知識から、色と人の心との関係、色を
使って心と体を元気にするヒントが満載! / 山脇惠子著. -- ナツメ社, 2010.8. -(史上最強カラー図解).
顔は口ほどに嘘をつく / ポール・エクマン著 ; 菅靖彦訳. -- 河出書房新社,
2006.6.
ヒキガエル君、カウンセリングを受けたまえ。 / ロバート・デ・ボード著 ; 水野恵
訳. -- 阪急コミュニケーションズ, 2014.9.
「対話」がはじまるとき : 互いの信頼を生み出す12の問いかけ / マーガレット・J.
ウィートリー著 ; 浦谷計子訳. -- 英治出版, 2011.3.
政治と宗教のしくみがよくわかる本 / 林雄介著 ; 入門編. -- マガジンランド,
2013.6.
仏教思想のゼロポイント : 「悟り」とは何か / 魚川祐司 [著]. -- 新潮社, 2015.4.
キリスト教礼拝・礼拝学事典 / 今橋朗, 竹内謙太郎, 越川弘英監修. -- 日本キ
リスト教団出版局, 2006.2.
歴史とエクリチュール : 過去の記述 / クリスチアン・ジュオー著 ; 嶋中博章 [ほ
か] 訳. -- 水声社, 2011.11.
地域を活かす遺跡と博物館 : 遺跡博物館のいま / 青木豊, 鷹野光行編. -- 同
成社, 2015.9.
世界を変えた100日 : 写真がとらえた歴史の瞬間 / ニック・ヤップ著 ; ナショナル
ジオグラフィック, ゲッティイメージズ写真 ; 村田綾子訳. -- 日経ナショナルジオ
グラフィック社. -- (ナショナルジオグラフィック).
敗者の古代史 / 森浩一著. -- 中経出版, 2013.6.
地ひらく : 石原莞爾と昭和の夢 / 福田和也著. -- 上, 下. -- 文藝春秋, 2004.9.
-- (文春文庫 ; [ふ-12-2]-[ふ-12-3]).
地ひらく : 石原莞爾と昭和の夢 / 福田和也著. -- 上, 下. -- 文藝春秋, 2004.9.
-- (文春文庫 ; [ふ-12-2]-[ふ-12-3]).
魔女とヨーロッパ / 高橋義人著. -- 岩波書店, 2011.11. -- (岩波人文書セレク
ション).
カタロニアへの眼 : 歴史・社会・文化 / 樺山紘一著. -- 新装版. -- 刀水書房,
2005.5. -- (刀水歴史全書 ; 1).
ファシストの戦争 : 世界史的文脈で読むエチオピア戦争 / 石田憲著. -- 千倉書
房, 2011.10.
レンズが撮らえた幕末維新の志士たち / 小沢健志監修. -- 山川出版社,
2012.4.

配置場所

請求記号

2F学生選書 007.13//MO16//7178
2F学生選書 007.3//P37//7204
2F学生選書 007.6//N73//7144
2F学生選書 007.609//A49//4638//西田蔵書
2F学生選書 019.9//TE35//7022
2F学生選書 021.49//D64//7086
2F学生選書 024.9//H16//4514//西田蔵書
2F学生選書 049//A14//7956//西田蔵書
2F学生選書 070.4//I33//7159
2F学生選書 112//H83//4654
2F学生選書 133//KA37//8015//西田蔵書
2F学生選書 141.21//Y47//6990
2F学生選書 141.6//E43//4661
2F学生選書 146.8//D52//7050
2F学生選書 159//W66//7031
2F学生選書 160.4//H48//7120
2F学生選書 181//U79//7059
2F学生選書 196.1//KI54//8009//西田蔵書
2F学生選書 201.16//J82//7914//西田蔵書
2F学生選書 202.5//A53//7242
2F学生選書 209.6//Y59//4525//西田蔵書
2F学生選書 210.3//MO45//4520//西田蔵書
2F学生選書 210.75//F74//8075
2F学生選書 210.75//F74//8076
2F学生選書 230.5//TA33//7919//西田蔵書
2F学生選書 236//KA11//7135
2F学生選書 245.1//I72//7922//西田蔵書
2F学生選書 281.038//R27//4509//西田蔵書

資料名等
誰も知らなかったココ・シャネル / ハル・ヴォーン著 ; 赤根洋子訳. -- 文藝春秋,
2012.8.
スティーブ・ジョブズ : 青春の光と影 / 脇英世著. -- 東京電機大学出版局,
2014.10.
日本の真相! : わが身に危険が迫ってもこれだけは伝えたい / 船瀬俊介著. -成甲書房, 2013.2.

配置場所

請求記号

ニュースで伝えられないこの国の真実 / 辛坊治郎著. -- KADOKAWA, 2015.4.

2F学生選書 304//SH46//7166

2F学生選書 289//V46//0060//西田蔵書
2F学生選書 289//W31//7026
2F学生選書 304//F89//4594//西田蔵書

未来の選択 : 僕らの将来は、政策でどう変わる? / 金野索一, 日本政策学校編.
2F学生選書 310.4//KO75//4590//西田蔵書
-- ディスカヴァー・トゥエンティワン, 2013.7. -- (U25 Survival manual series).
食のまちづくり : 小浜発!おいしい地域力 / 佐藤由美著. -- 学芸出版社,
2F学生選書 318.6//SA85//7209
2010.12.
「法と自由」講義 : 憲法の基本を理解するために / 仲正昌樹著. -- 作品社,
2F学生選書 321.1//N35//4614//西田蔵書
2013.11.
こころ動かす経済学 / 日本経済新聞社編. -- 日本経済新聞出版社, 2015.10.
新しい市場のつくりかた : 明日のための「余談の多い」経営学 / 三宅秀道著. -東洋経済新報社, 2012.10.
イノベーションは新興国に学べ! : カネをかけず、シンプルであるほど増大する破
壊力 / ナヴィ・ラジュ, ジャイディープ・プラブ, シモーヌ・アフージャ著 ; 月沢李歌
子訳. -- 日本経済新聞出版社, 2013.8.
トップエコノミストが教える金融の授業 / 上野泰也編著. -- かんき出版, 2015.2.
文化とは何か、どこにあるのか : 対立と共生をめぐる心理学 / 山本登志哉著. - 新曜社, 2015.10.
イクメンで行こう! : 育児も仕事も充実させる生き方 / 渥美由喜著. -- 日本経済
新聞出版社, 2010.12.
数学科教育法入門 / 黒田恭史編著. -- 共立出版, 2008.4. -- (教育系学生のた
めの数学シリーズ).
江戸=東京の下町から : 生きられた記憶の旅へ / 川田順造著. -- 岩波書店,
2011.11.
野生の科学 / 中沢新一著. -- 講談社, 2012.8.
現代人のための統合科学 : ビッグバンから生物多様性まで = Integrated
science for students of today : from the Big Bang to biological diversity / 小笠
原正明 [ほか] 編著. -- 筑波大学出版会.
「無限」の考察 : ∞ - ∞ = ? / 足立恒雄著 ; 上村奈央絵. -- 講談社, 2009.6.

2F学生選書 331.04//N71//7177
2F学生選書 336.1//MI76//0061//西田蔵書
2F学生選書 336.1//R11//4658
2F学生選書 338//U45//7158
2F学生選書 361.5//Y31//7237
2F学生選書 366.7//A95//4534//西田蔵書
2F学生選書 375.41//KU72//7886//西田蔵書
2F学生選書 382.136//KA92//7996//西田蔵書
2F学生選書 389//N46//9961//西田蔵書
2F学生選書 400//O22//9976//西田蔵書
2F学生選書 410.9//A16//8118

感動する!数学 / 桜井進著. -- 新版. -- 海竜社, 2011.11.

2F学生選書 410//SA47//7873//西田蔵書

単位が取れる微積ノート / 馬場敬之著. -- 講談社, 2002.6.
スバラシク実力がつくと評判のフーリエ解析キャンパス・ゼミ : 大学の数学がこ
んなに分かる!単位なんて楽に取れる! / 馬場敬之, 高杉豊著. -- 改訂1. -- マセ
マ出版社, [2012.6].
四次元が見えるようになる本 / 根上生也著. -- 日本評論社, 2012.9.
宇宙授業 / 中川人司著. -- 改訂版. -- サンクチュアリ出版, 2013.6. -(Sanctuary books).

2F学生選書 413.3//B12//4628//西田蔵書
2F学生選書 413.59//B12//0017//西田蔵書
2F学生選書 415.2//N62//0081//西田蔵書
2F学生選書 440//N32//7079

カレンダーから世界を見る / 中牧弘允著. -- 白水社, 2008.7. -- (地球のカタチ). 2F学生選書 449.8//N35//8005//西田蔵書
化石図鑑 : 示準化石ビジュアルガイドブック : 地球の歴史をかたる古生物たち /
中島礼, 利光誠一共著. -- 誠文堂新光社, 2011.1.
生物学の「ウソ」と「ホント」 : 最新生物学88の謎 / 池田清彦著. -- 新潮社,
2015.3.
かたち / フィリップ・ボール著 ; 林大訳. -- 早川書房, 2011.9. -- (自然が創り出
す美しいパターン).
理不尽な進化 : 遺伝子と運のあいだ / 吉川浩満著. -- 朝日出版社, 2014.10.
世界有用植物誌 : 人類の暮らしを変えた驚異の植物 : ビジュアル版 / ヘレン&
ウィリアム・バイナム著 ; 栗山節子訳. -- 柊風舎, 2015.9.
見せびらかすイルカ、おいしそうなアリ : 動物たちの生殖行為と奇妙な生態につ
いての69話 / パット・センソン著 ; 田村源二訳. -- 飛鳥新社, 2011.9. -- (飛鳥
新社ポピュラーサイエンス).
図説ハエ全書 / マルタン・モネスティエ著 ; 大塚宏子訳. -- 原書房, 2000.6.
遺伝子も腸の言いなり : 持って生まれた定めなどアリマセン! / 藤田紘一郎著. - 三五館, 2013.10.
がん、放射能から守る!ミドリムシとフコイダン : サバイバル時代を生き抜く次世
代食品 / 金子はな子著 ; 星野泰三監修. -- 木楽舎, 2012.5.
プロダクトデザイン : 商品開発に関わるすべての人へ / 日本インダストリアルデ
ザイナー協会編. -- ワークスコーポレーション, 2009.7.

2F学生選書 457//N42//7868//西田蔵書
2F学生選書 460.4//I32//7075
2F学生選書 463.7//B16//7951//西田蔵書
2F学生選書 467.5//Y89//6952
2F学生選書 471.9//B98//7124
2F学生選書 481.35//SE73//8116
2F学生選書 486.9//MO33//7161
2F学生選書 491.346//F67//7082
2F学生選書 498.3//KA53//0080//西田蔵書
2F学生選書 501.83//N71//7043

資料名等
3.11以後の建築 : 社会と建築家の新しい関係 / 五十嵐太郎, 山崎亮編著. -学芸出版社, 2014.11.
サーバサイドAjax入門 : Java/PHP/ASP.NET連携でAjaxプログラミングを極め
る! / 山田祥寛著. -- 翔泳社, 2006.9.
AR拡張現実で何が変わるのか? / 川田十夢, 佐々木博著 ; ソーシャルメディア・
セミナー編. -- 技術評論社, 2010.12. -- (PCポケットカルチャー . ソーシャルメ
ディア・セミナー ; 1).
レアパフューム : 21世紀の香水 : フォトグラフィー / サビーヌ・シャベール, ロー
ランス・フェラ著 ; 加藤晶訳. -- 原書房, 2015.10.
ワインの世界史 : 海を渡ったワインの秘密 / ジャン=ロベール・ピット著 ; 幸田礼
雅訳. -- 原書房, 2012.2.
いんちきおもちゃ大図鑑 : 中国・香港・台湾・韓国のアヤシイ玩具 / いんちき番
長, 加藤アングラ著. -- 社会評論社, 2009.11.
お皿の上の生物学 / 小倉明彦著. -- 築地書館, 2015.9.
森の芽生えの生態学 / 正木隆編. -- 文一総合出版, 2008.3.
砂漠で梨をつくる : ローソン改革2940日 / 吉岡秀子著. -- 朝日新聞出版,
2010.2.
思わず目を引く広告デザイン : 競合他社に差をつける、アピール上手で効果の
高い広告を特集. -- パイインターナショナル, 2014.10.
フライヤーメイキング・スーパーテクニック : プロの現場から学ぶ! = Flyer :
Making super technique / papier colle編著. -- 技術評論社, 2010.4.
TPPでさらに強くなる日本 / 原田泰, 東京財団著. -- PHP研究所, 2013.4.

配置場所

請求記号

2F学生選書 520.4//I23//7054
2F学生選書 547.4833//Y19//9964//西田蔵書
2F学生選書 548//KA92//0120
2F学生選書 576.72//C31//7089
2F学生選書 588.55//P69//0088//西田蔵書
2F学生選書 589.77//I54//7974//西田蔵書
2F学生選書 596//O26//7123
2F学生選書 653.17//MA61//8121
2F学生選書 673.868//Y92//7202
2F学生選書 674.3//P61//7089
2F学生選書 674.7//P22//7095
2F学生選書 678.3//H32//4601//西田蔵書

帝国ホテルの不思議 / 村松友視著. -- 日本経済新聞出版社, 2010.11.
2F学生選書 689.81//MU48//7191
海底美術館 / ジェイソン・デカイレス・テイラー, ジェームズ・バクストン著 ; 内山
卓則, 尾澤和幸訳. -- 日経ナショナルジオグラフィック社. -- (ナショナルジオグ 2F学生選書 717.087//TA98//4527//西田蔵書
ラフィック).
巨匠に学ぶ構図の基本 / 内田広由紀著. -- 視覚デザイン研究所, 2009.2.
2F学生選書 720.79//U14//0073//西田蔵書
ヘンな日本美術史 / 山口晃著. -- 祥伝社, 2012.11.

2F学生選書 721.02//Y24//0082//西田蔵書

マグリット : 光と闇に隠された素顔 / 森耕治著. -- マール社, 2013.1.
ニッポンのマンガ*アニメ*ゲーム from 1989 / メディア・アート国際化推進委員
会編. -- 国書刊行会, 2015.6.
世界のサインとマーク / 村越愛策監修. -- 世界文化社, 2002.4.
「歌」を語る : 神経科学から見た音楽・脳・思考・文化 / ダニエル・J・レヴィティン
著 ; 山形浩生訳. -- ブルース・インターアクションズ, 2010.11. -- (P-Vine
BOOks).
オーケストラの文明史 : ヨーロッパ三千年の夢 / 小宮正安著. -- 春秋社,
2011.9.
演劇のことば / 平田オリザ著. -- 岩波書店, 2004.11. -- (ことばのために).
おもしろければOKか? : 現代演劇考 / 三浦基著. -- 五柳書院, 2010.1. -- (五柳
叢書 ; 93).
データで読む常識をくつがえす野球 / 小林信也著. -- 草思社, 2006.5.

2F学生選書 723.358//MO45//4582//西田蔵書

日本史のなかの茶道 / 谷端昭夫著. -- 淡交社, 2010.9.
必携茶花ハンドブック / 加藤淡斎, 横井和子著. -- 新版. -- 里文出版, 2010.1.
-- (日本の文化がよくわかる).
ことばの「やさしさ」とは何か : 批判的社会言語学からのアプローチ / 義永美央
子, 山下仁編. -- 三元社, 2015.3.
ネイティブ英語なんて必要ない! : フレーズばかり暗記しても、あなたが英語を話
せないワケ / 吉田ちか著. -- KADOKAWA, 2015.6.
スター・ウォーズ英和辞典 = STAR WARS English-Japanese dictionary for
Padawan learners / 学研辞典編集室編集・制作 ; ジェダイ入門者編, ジェダイ・
ナイト編. -- 学研教育出版, [2014.12]-.
イタリア語文法徹底マスター = Italiano : grammatica completa di lingua Italiana
/ 堂浦律子著. -- 駿河台出版社, 2010.6.
謎の村上春樹 / 助川幸逸郎著. -- プレジデント社, 2013.10.
古事記完全講義 / 竹田恒泰著. -- 学研パブリッシング.
消えた国追われた人々 : 東プロシアの旅 / 池内紀 [著]. -- みすず書房,
2013.5.
移動する英米文学 / 石田久, 服部典之編. -- 英宝社, 2013.12. -- (阪大英文学
会叢書 ; 7).
黒い森のグリム : ドイツ的なフォークロア / 大野寿子著. -- 郁文堂, 2008.7.

2F学生選書 726.101//ME14//7074
2F学生選書 727//SE22//4494//西田蔵書
2F学生選書 761.14//L57//7238
2F学生選書 764.3//KO65//4517//西田蔵書
2F学生選書 772.1//H68//7004
2F学生選書 775.1//MI67//7009
2F学生選書 783.7//KO12//9949//西田蔵書
2F学生選書 791.2//TA87//6970
2F学生選書 791.6//KA86//6993
2F学生選書 801.03//Y92//7241
2F学生選書 830.7//Y86//7167
2F学生選書 833.3//G16//7055
2F学生選書 875//D89//7916//西田蔵書
2F学生選書 910.268//SU54//4618//西田蔵書
2F学生選書 913.2//TA59//4503//西田蔵書
2F学生選書 915.6//I35//4651
2F学生選書 930.4//I72//7019
2F学生選書 940.268//O67//8002//西田蔵書

資料名等
ロシアのジョーク集 : アネクドートの世界 / さとう好明著. -- 東洋書店, 2007.7. - (ユーラシア選書 ; 6).
ファー・アウト : 銀河系から130億光年のかなたへ / マイケル・ベンソン著 ; 檜垣
嗣子訳. -- 新潮社, 2010.11.
日本大改造2030 : この国を変える250のインフラ事業 / 日経コンストラクション
編. -- 日経BP社.
探査機はやぶさ7年の全軌跡 : 世界初の快挙を成し遂げた研究者たちのドラマ.
-- ニュートンプレス, 2010.8. -- (NEWTONムック)(ニュートン別冊).
世界で一番美しい樹皮図鑑 / セドリック・ポレ著 ; 南條郁子訳. -- 創元社,
2013.11.
草書百科 / 芸術新聞社編. -- 芸術新聞社, 2010.10. -- (書の百科 / 芸術新聞
社編 ; 3).

配置場所

2F学生選書 987//SA85//7134
2F学生選書 L443.6//B35//4585//西田蔵書
2F学生選書 L510.921//N73//7183
2F学生選書 L538.9//TA89//7862//西田蔵書
2F学生選書 L653.2//P77//4546//西田蔵書
2F学生選書 L728.08//G32//7126

現在、2016年度学生選書に
参加してくれる学生・院生を募集
しています！
ぜひ、ご応募ください。
詳しくはHP、チラシをご覧ください。

学生選書HP
http://libweb.media.osaka-cu.ac.jp/?page̲id=322
こちらのQRコードから
アクセスできます！

請求記号

