2F企画展示

展示期間：9/15-10/8

学生選書
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多彩な分野の図書から、お気に入りの1冊を探し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あります。そちらも併せてご覧ください。
書名等

配置場所

60分でわかる!IoTビジネス最前線 / IoTビジネス研究会著. -- 技術評論社, 2016.11.
クラウドが変える世界 : 企業経営と社会システムの新潮流 / 宇治則孝著. -- 日本経済新
聞出版社, 2011.8.
Linuxコマンドブックビギナーズ / 川口拓之, 田谷文彦, 三沢明著. -- 第4版. -- SBクリエイ
ティブ, 2015.4.
たった2日でわかるLinux : 自宅のWindows or MacでOK! : Cent OS7.0対応 / 中島能和著.
-- 秀和システム, 2014.12.
Swift逆引きハンドブック / 林晃著. -- シーアンドアール研究所, 2016.2.
C/C++デバッグ&トラブル対策入門 : C言語とC++のプログラミングの「困った」はこれで解
決! / 日向俊二著. -- カットシステム, 2016.7.
絵本から「子ども福祉」を考える / 青木文美編. -- 春風社, 2016.7.
なるほどデザイン : 目で見て楽しむデザインの本。 / 筒井美希著. -- エムディエヌコーポ
レーション.
性格はいかに選択されるのか / アルフレッド・アドラー [著] ; 岸見一郎訳・注釈. -- アル
テ. -- (アドラー・アンソロジー).
あなたの自己回復力を育てる : 認知行動療法とレジリエンス / マイケル・ニーナン著 ; 柳
沢圭子訳. -- 金剛出版, 2015.4.
実践セルフ・コンパッション : 自分を追いつめず自信を築き上げる方法 / メアリー・ウェル
フォード著 ; 石村郁夫, 野村俊明訳. -- 誠信書房, 2016.8.
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).
スイスの歴史ガイド / グレゴワール・ナッペイ著 ; 藤野成爾訳. -- 春風社, 2014.9.

2F学生選書 007.3//I61//5312

請求記号

2F学生選書 007.35//U57//5317
2F学生選書 007.634//KA92//5337
2F学生選書 007.634//N34//5232
2F学生選書 007.64//H48//5340
2F学生選書 007.64//H99//5230
2F学生選書 019.53//A53//5304
2F学生選書 021.4//TS93//7115
2F学生選書 141.93//A16//5292
2F学生選書 146.8//N61//5290
2F学生選書 146.8//W56//5289
2F学生選書 209.6//Y59//4525//西田蔵書
2F学生選書 234.5//N49//7132

ドイツ史 / アンドレ・モロワ著 ; 桐村泰次訳. -- 論創社, 2013.10.

2F学生選書 234//MA96//6961

教科書では学べない世界史のディープな人々 / 鶴岡聡著. -- 中経出版, 2012.8.

2F学生選書 280.4//0S86//0066//西田蔵書

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.

2F学生選書 289//V46//0060//西田蔵書

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.
東大のクールな地理 : 経済と"世界の動き"が見えてくる! / 伊藤彰芳著. -- 青春出版社,
2016.9.
2025年の日本 : 破綻か復活か / 駒村康平編著. -- 勁草書房, 2016.9.

2F学生選書 289//W31//7026
2F学生選書 290//I89//5310
2F学生選書 304//KO58//6502

「リベラル」がうさんくさいのには理由がある / 橘玲著. -- 集英社, 2016.5.

2F学生選書 304//TA13//5321

バカが多いのには理由がある / 橘玲著. -- 集英社, 2014.6.

2F学生選書 304//TA13//5322

世界史で学べ!地政学 / 茂木誠著. -- 祥伝社, 2015.6.
図解でよくわかる地政学のきほん : 新聞・テレビではわからない国際情勢、世界の歴史、
グローバリズムがすっきり見えてくる / 荒巻豊志監修. -- 誠文堂新光社, 2016.8.
神山プロジェクトという可能性 : 地方創生、循環の未来について / グリーンバレー, 信時正
人共著. -- 廣済堂出版, 2016.8.
銀座の弁護士が教える泣かない女になる方法 / 竹森現紗著. -- 文響社, 2015.12.
法律を読む技術・学ぶ技術 : 元法制局キャリアが教える / 吉田利宏著. -- 改訂第3版. -ダイヤモンド社, 2016.5.
結婚・事実婚・同棲に迷ったときに読む本 : ミドル・シニアカップルの法律相談 / 黒澤計男
著・監修. -- 自由国民社, 2016.6.
民法のツボとコツがゼッタイにわかる本 : 最初からそう教えてくれればいいのに! / 石川正
樹著. -- 秀和システム, 2015.9.
図解による民法のしくみ / 神田将著 ; 生活と法律研究所編. -- 第8版. -- 自由国民社,
2016.10.
明解!民法判例 : これならわかる : 入門からロースクール・司法試験まで / 三木邦裕著 ;
山川直人, 須山奈津希絵 ; 債権・親族編, 総則・物権編. -- 自由国民社, 2009.9-.
明解!民法判例 : これならわかる : 入門からロースクール・司法試験まで / 三木邦裕著 ;
山川直人, 須山奈津希絵 ; 債権・親族編, 総則・物権編. -- 自由国民社, 2009.9-.
刑法の礎 / 船山泰範著 ; 総論, 各論. -- 法律文化社, 2014.5-.

2F学生選書 312.9//MO16//5309
2F学生選書 312.9//Z6//5308
2F学生選書 318.6//G82//5324
2F学生選書 320.4//TA63//5262
2F学生選書 321//Y86//5283
2F学生選書 324.62//KU76//5263
2F学生選書 324//I76//5285
2F学生選書 324//KA51//5251
2F学生選書 324//MI24//5286
2F学生選書 324//MI24//5287
2F学生選書 326//F89//5282

センスのよい法律文章の書き方 / 木山泰嗣著. -- 中央経済社, 2012.2.

2F学生選書 327.03//KI84//5284

経済学者はなぜ嘘をつくのか / 青木泰樹著. -- アスペクト, 2016.4.
『資本論』の核心 : 純粋な資本主義を考える / 佐藤優 [著]. -- KADOKAWA, 2016.9. -(角川新書 ; [K-101]).
ゼミナール経済学入門 / 福岡正夫著. -- 第4版. -- 日本経済新聞出版社, 2008.9.

2F学生選書 331.04//A53//5255
2F学生選書 331.6//SA85//5247
2F学生選書 331//F82//5252

書名等

配置場所

国貧論 / 水野和夫著. -- 太田出版, 2016.7. -- (atプラス叢書 ; 14).
格差と再分配 : 20世紀フランスの資本 / トマ・ピケティ著 ; 山本知子 [ほか] 訳. -- 早川書
房, 2016.9.
移民の経済学 / ベンジャミン・パウエル編 ; 佐藤綾野, 鈴木久美, 中田勇人訳. -- 東洋経
済新報社, 2016.11.
客先に連れ出されてしまったエンジニアのためのプレゼン力向上講座 : for engineers / 渡
邉秀美著. -- 秀和システム, 2016.4.
慢性デフレ : 真因の解明 / 渡辺努編 ; 阿部修人 [ほか執筆]. -- 日本経済新聞出版社,
2016.9. -- (シリーズ現代経済研究 / 現代経済研究グループ編).
財務省と大新聞が隠す本当は世界一の日本経済 / 上念司 [著]. -- 講談社, 2016.9. -(講談社+α新書 ; 744-1C).
現代地方財政論 / 本庄資, 岩元浩一, 関口博久共著. -- 5訂版. -- 大蔵財務協会,
2016.4.
データを利益に変える知恵とデザイン. -- ダイヤモンド社, 2016.9. -- (統計学が最強の学
問である / 西内啓著 ; ビジネス編).
キャリアと出産 : 働く女性のワーク・バース・バランス / 大葉ナナコ著. -- 河出書房新社,
2016.9.
「ひきこもり」経験の社会学 / 関水徹平著. -- 左右社, 2016.10.
本当に正しい医療が、終活を変える : お金と病気で悩まない! / 吉野敏明, 田中肇, 大和泰
子著. -- かざひの文庫.
「サイバー危機(クライシス)」の記録 : a decade record [2007-2016] / 御池鮎樹著. -- 工
学社, 2016.8. -- (I/O books).
あなたを「認知症」と呼ぶ前に : 「かわし合う」私とあなたのフィールドワーク / 出口泰靖著.
-- 生活書院, 2016.9.
18歳からの「大人の学び」基礎講座 : 学ぶ,書く,リサーチする,生きる / 向後千春著. -- 北
大路書房, 2016.10.
最後の秘境東京藝大 : 天才たちのカオスな日常 / 二宮敦人著. -- 新潮社, 2016.9.
自閉症スペクトラムの少女が大人になるまで : 親と専門家が知っておくべきこと / シャナ・
ニコルズ, ジーナ・M. モラヴチク, サマラ・P. テーテンバウム著 ; テーラー幸恵訳. -- 東京
書籍, 2010.6.
「偶然」と「運」の科学 / マイケル・ブルックス編 ; 水谷淳訳. -- SBクリエイティブ, 2016.9.
サイエンス・インポッシブル : SF世界は実現可能か / ミチオ・カク著 ; 斉藤隆央訳. -- 日
本放送出版協会, 2008.10.
見る目が変わる博物館の楽しみ方 : 地球・生物・人類を知る / 矢野興一[ほか]編著. -ベレ出版, 2016.10. -- (Beret science).
科学者・技術者のための英語プレゼンテーション : 国際的に通用する英語表現と発表技
術 / Robert M. Lewis著. -- 東京化学同人, 2008.4.
ビーカーくんとそのなかまたち : この形にはワケがある!ゆかいな実験器具図鑑 / うえたに
夫婦著. -- 誠文堂新光社, 2016.7.
ガードナーの数学パズル・ゲーム : フレクサゴン/確率パラドックス/ポリオミノ / マーティ
ン・ガードナー著 ; 岩沢宏和訳. -- 日本評論社, 2015.4. -- (完全版マーティン・ガードナー
数学ゲーム全集 ; 1).
数学パズルの迷宮 / 坂井公著 ; 斉藤重之イラスト. -- 日経サイエンス. -- (パズルの国
のアリス ; 2).
魅了する無限 : アキレスは本当にカメに追いついたのか / 藤田博司著. -- 技術評論社,
2009.3. -- (知りたいサイエンス ; 051).
集合と位相 / 一樂重雄監修. -- 新版. -- 講談社, 2016.5. -- (そのまま使える答えの書き
方 / 講談社サイエンティフィク編集).
統計力クイズ : そのデータから何が読みとれるのか? / 涌井良幸著. -- 実務教育出版,
2015.6.
ラッシュ時のバスは、なぜダンゴ状態で来るのか? : 生活・自然の中のふしぎと物理 / 柴
田正和著. -- ベストブック, 2016.6. -- (ベストセレクトBB ; 0855).
ぼくらは「化学」のおかげで生きている / 齋藤勝裕著. -- 実務教育出版, 2015.7. -- (素晴
らしきサイエンス ; chemistry).
演習X線構造解析の基礎 : 必修例題とその解き方 / 早稲田嘉夫, 松原英一郎, 篠田弘造
著. -- 内田老鶴圃, 2008.4. -- (材料学シリーズ / 堂山昌男, 小川恵一, 北田正弘監修).
生きて動いている「有機化学」がわかる / 齋藤勝裕著. -- ベレ出版, 2015.1. -- (Beret
science).
よくわかる気象学 : イラスト図解 / 中島俊夫著. -- 第2版. -- ナツメ社, 2016.9.

2F学生選書 332.06//MI96//5260

請求記号

2F学生選書 332.35//P64//5254
2F学生選書 334.4//P87//5328
2F学生選書 336.49//W46//5342
2F学生選書 337.91//W46//5329
2F学生選書 342.1//J71//5246
2F学生選書 349//H85//5327
2F学生選書 350.1//N86//5259
2F学生選書 366.38//O11//5257
2F学生選書 367.68//SE33//5301
2F学生選書 367.7//Y92//5350
2F学生選書 368.66//MI18//5339
2F学生選書 369.26//D53//5302
2F学生選書 377.15//KO26//5318
2F学生選書 377.28//N76//5250
2F学生選書 378//N71//5305
2F学生選書 404//B76//5347
2F学生選書 404//KA28//0056//西田蔵書
2F学生選書 406.9//Y58//5345
2F学生選書 407//L59//5330
2F学生選書 407//U48//5346
2F学生選書 410.79//G22//5229
2F学生選書 410.79//SA29//5236
2F学生選書 410.9//F67//5235
2F学生選書 415//SH99//5234
2F学生選書 417//W35//5281
2F学生選書 420.4//SH18//5319
2F学生選書 430//SA25//5320
2F学生選書 433.57//W41//5333
2F学生選書 437//SA25//5335
2F学生選書 451//N34//5341

結晶構造精密化SHELXLの使い方 / 大場茂, 植草秀裕著. -- 三共出版, 2016.3.

2F学生選書 459.92//O11//5332

医学不要論 : 全く不要な9割の医療と、イガクムラの詐術 / 内海聡著. -- 三五館, 2013.6.
驚くほど相手に伝わる学会発表の技術 : わかるデザイン60のテクニック / 飯田英明著. -中山書店, 2015.4.
知って良かった、大人のADHD / 星野仁彦著. -- ヴォイス出版事業部, 2015.6. -- (Voice
新書 ; 024).
人はなぜ神経症になるのか / アルフレッド・アドラー著 ; 岸見一郎訳 ; : 新装版. -- アル
テ. -- (アドラー・セレクション).
問題解決ラボ : 「あったらいいな」をかたちにする「ひらめき」の技術 / 佐藤オオキ著. -ダイヤモンド社, 2015.2.

2F学生選書 490.4//U96//5349
2F学生選書 490.7//I18//5331
2F学生選書 493.73//H92//5299
2F学生選書 493.74//A16//5291
2F学生選書 501.83//SA85//5245

書名等
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.
建築家安藤忠雄 / 安藤忠雄著. -- 新潮社, 2008.10.
片づけの解剖図鑑 : 心地よい住まいをつくりだす仕組み / 鈴木信弘著. -- エクスナレッ
ジ, 2013.12.
電力・ガス自由化の話 : 知っておくとメリット絶大 / 川本武彦著. -- 幻冬舎メディアコンサ
ルティング.
ブラウザハック : Webブラウザからの攻撃手法とその防御法総覧 / Wade Alcorn, Christian
Frichot, Michele Orrù著 ; プロシステムエルオーシー訳. -- 翔泳社, 2016.3.
よくわかる最新サーバサイド技術の基本と仕組み : 仕事の意味と役割を知る : 開発の基
礎 / 藤広哲也著. -- 秀和システム, 2016.9. -- (How-nual図解入門).
よくわかる最新半導体製造装置の基本と仕組み : 製造装置の全体を俯瞰する : あなたの
知らない日本の実力がわかる / 佐藤淳一著. -- 第2版. -- 秀和システム, 2016.8. -(How-nual図解入門).
よくわかる最新半導体ナノプロセスの基本と仕組み : 先端テクノロジーの行方を追う : ナノ
技術の世界 / 佐藤淳一著. -- 秀和システム, 2012.4. -- (How-nual図解入門).
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.
Storyteller portfolio : デザインを伝える、ポートフォリオの作り方 : 100人いたら、100通りあ
るモノ語り / 吉田康成著. -- 文化学園文化出版局, 2014.9.
定食と文学 / 今柊二著. -- 本の雑誌社, 2010.11.
都市を動かす : 地域・産業を縛る「負のロック・イン」からの脱却 / 加藤恵正編著. -- 同友
館, 2016.3.
社会共創学概論 / 西村勝志, 榊原正幸編著. -- 晃洋書房, 2016.4.

配置場所

請求記号

2F学生選書 601//N84//5272

ニッポンのサイズ : 身体ではかる尺貫法 / 石川英輔著. -- 淡交社, 2003.8.

2F学生選書 609.021//I76//6969

食料自給率という幻 : 誰のための農業政策なのか / 茂木創著. -- 唯学書房.
地球最後の日のための種子 / スーザン・ドウォーキン著 ; 中里京子訳. -- 文藝春秋,
2010.8.
大学の棟梁 : 木工から木育への道 / 山下晃功著. -- 海青社, 2011.3.

2F学生選書 611.3//MO82//7248

2F学生選書 520.4//I23//7054
2F学生選書 523.1//A47//7908//西田蔵書
2F学生選書 527.1//SU96//6982
2F学生選書 540.921//KA95//5296
2F学生選書 547.4833//A41//5336
2F学生選書 547.4833//F56//5231
2F学生選書 549.8//SA85//5314
2F学生選書 549.8//SA85//5315
2F学生選書 588.55//P69//0088//西田蔵書
2F学生選書 589.2//Y86//7034
2F学生選書 596.04//KO71//0091//西田蔵書
2F学生選書 601.1//KA86//5273

2F学生選書 615.2//D99//7945//西田蔵書
2F学生選書 650.7//Y44//5311

激安食品が30年後の日本を滅ぼす! / 河岸宏和著. -- 辰巳出版, 2015.12.

2F学生選書 673.97//KA92//5307

こんなにおもしろい不動産鑑定士の仕事 / 大島大容著. -- 中央経済社, 2015.10.

2F学生選書 673.99//O77//5258

レイアウト手法別広告デザイン. -- パイインターナショナル, 2015.12.

2F学生選書 674.3//R25//5269

サードウェーブ・デザイン. -- パイインターナショナル, 2016.8.
広告コミュニケーションの総合講座 : 理論とケーススタディー / 日経広告研究所編 ; 2015,
2016, 2017. -- 日経広告研究所.
「売る」から、「売れる」へ。 : 水野学のブランディングデザイン講義 / 水野学著. -- 誠文堂
新光社, 2016.5.
生まれ変わるデザイン、持続と継続のためのブランド戦略 : 老舗のデザイン・リニューアル
事例から学ぶ、ビジネスのためのブランド・デザインマネジメント / ウジトモコ著. -- ビー・
エヌ・エヌ新社, 2016.6.
世界コミックスの想像力 : グラフィック・ノヴェルの冒険 / 小野耕世著. -- 青土社, 2011.5.
日本語のロゴ・メイキング : 漢字・ひらがな・カタカナのロゴづくり / 甲谷一, リンクアップ, グ
ラフィック社編集部編. -- グラフィック社, 2016.10.
紙でつくる1/100の世界 : テラダモケイの楽しみ方 / 寺田尚樹著. -- グラフィック社,
2011.11.
プロとして恥ずかしくない新配色の大原則 : fundamental rules of color scheme / ヤマダ
ジュンヤ [ほか] 著. -- エムディエヌコーポレーション.
「現代演劇」のレッスン : 拡がる場、越える表現 / 鈴木理映子, [フィルムアート社] 編集部
編. -- フィルムアート社, 2016.6. -- (Next creator book).
演劇は仕事になるのか? : 演劇の経済的側面とその未来 / 米屋尚子著. -- 改訂新版. -アルファベータブックス, 2016.11.
演劇学のキーワーズ / 佐和田敬司 [ほか] 編. -- ぺりかん社, 2007.3.

2F学生選書 674.3//TH4//5275

演劇空間論 / 小石新八著. -- 武蔵野美術大学出版局, 2002.4.

2F学生選書 771.5//KO33//5278

戦う演劇人 : 戦後演劇の思想 / 菅孝行著. -- 而立書房, 2007.12.
ミュージカル『エリザベート』はこうして生まれた : オール・インタビューズ / ミヒャエル・クン
ツェ, シルヴェスター・リーヴァイ, 小池修一郎著. -- 日之出出版, 2016.6.
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.
朗読の理論 : 感動をつくる朗読をめざして / 東百道著. -- 木鶏社, 2008.3.

2F学生選書 775.1//KA43//5288

2F学生選書 674//N73//5271
2F学生選書 675//MI96//5244
2F学生選書 675//U57//5270
2F学生選書 726.101//O67//7068
2F学生選書 727.8//KA11//5267
2F学生選書 754.9//TE43//7037
2F学生選書 757.3//Y19//5266
2F学生選書 770.4//SU96//5277
2F学生選書 770.9//Y84//5279
2F学生選書 770//SA93//5280

2F学生選書 775.4//KU48//5306
2F学生選書 801.03//Y92//7241
2F学生選書 809.4//H55//6994

しゃれことば事典 / 相羽秋夫著. -- 東方出版, 2014.6.
2F学生選書 813.4//A22//7247
英語で説明する日本の文化必須表現グループ100 / 植田一三, 上田敏子, 山中敏彦著. 2F学生選書 837.8//U32//7058
- 語研, 2010.12.
読んで、訳して、語り合う。 : 都甲幸治対談集 / 都甲幸治著. -- 立東舎, 2015.10.
2F学生選書 904//TO34//7162
川端康成伝 : 双面の人 / 小谷野敦著. -- 中央公論新社, 2013.5.

2F学生選書 910.268//KO97//4500//西田蔵書

書名等

配置場所

謎の村上春樹 / 助川幸逸郎著. -- プレジデント社, 2013.10.

2F学生選書 910.268//SU54//4618//西田蔵書

請求記号

古事記 : 神々と神社の物語 / 日本歴史探検の会著. -- 宝島社, 2012.11.

2F学生選書 913.2//N71//9950//西田蔵書

古事記完全講義 / 竹田恒泰著. -- 学研パブリッシング.

2F学生選書 913.2//0A59//4503//西田蔵書

戦艦大和ノ最期 / 吉田満 [著]. -- 講談社, 2016.7. -- (講談社文芸文庫Wide ; [よB1]).

2F学生選書 916//Y86//5298

アリス狩り / 高山宏著. -- 新版. -- 青土社, 2008.9.
2F学生選書 930.26//0A56//4498//西田蔵書
地図で読む世界史 : 超図解 : 5大テーマで理解する教養として知っておきたい世界の歴史
2F学生選書 L203.8//SH15//5265
/ 柴宜弘編著. -- 実務教育出版, 2015.7.
世界経済の新リスク. -- 日経BP社. -- (日経BPムック).
2F学生選書 L333.6//SE22//5261
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.

2F学生選書 L653.2//P77//4546//西田蔵書

