展示期間：2022年5月9日(月) - 31日(火)

2F企画展示

杉本図書館の図書コーナーを紹介します！
杉本図書館にさまざまな図書コーナーがあることをご存じでしょうか？
今回の企画展示では、学生が選んだ本を集めたコーナーや就職活動に役立つ本を
集めたコーナーなど、特色ある図書コーナーをいくつかご紹介します。
目的に合わせて、上手に杉本図書館を活用してください。

【2F参考（一般）＆2F年鑑・白書】

※貸出できません

書名等

配置場所

請求記号

国宝事典. -- 第4版. -- 便利堂, 2019.4.

709.1//KO47//8555

2F参考（一般）

現代用語の基礎知識 / 自由国民社編 ; 2022. -- 自由国民社, 2022.1.

813.7//J55//2717

2F参考（一般）

マスコミ用語担当者がつくった使える!用字用語辞典 / 前田安正 [ほか] 編著. -- 三
省堂, 2020.8.
デジタルコンテンツ白書 = Digital content white paper / デジタルコンテンツ協
会編 (13467875) . -- 2021 (2021)-. -- デジタルコンテンツ協会, 2001.7-.
関西経済白書 / 関西社会経済研究所 [編]. -- 2021年版 (2021)-. -- 関西社会経
済研究所, 2007.6-.
気象業務はいま / 気象庁 [編]. -- 2021 (2021)-. -- 財務省印刷局, 2002-.

816.07//MA26//5747

2F参考（一般）

J00//Wテ//5409500

2F年鑑・白書

J33//Wカ//1288400

2F年鑑・白書

J45//Wキ//1574000

2F年鑑・白書

配置場所

請求記号

【2F学生選書】
書名等

教養としてのプログラミング的思考 : 今こそ必要な「問題を論理的に解く」技術 / 007.64//KU84//2075
草野俊彦著. -- SBクリエイティブ, 2018.3. -- (サイエンス・アイ新書 ; SIS404).

2F学生選書

真実を見極める力 : 新聞、テレビ、ネットのニュースに"違和感"を持つすべての人
に / 酒井綱一郎著. -- 総合法令出版, 2021.7.
「死」とは何か : イェール大学で23年連続の人気講義 / シェリー・ケーガン著 ; 柴
田裕之訳. -- 完全翻訳版. -- 文響社, 2019.7.
100の傑作で読む新約聖書ものがたり : 名画と彫刻でたどる / マルグリット・フォ
ンタ著 ; 遠藤ゆかり訳. -- 創元社, 2017.11.
教養として知っておきたい世界史から読み解く日本史 : スッキリわかる! : マンガ /
クリエイティブ・スイート編著. -- ナツメ社, 2020.1.
絶対に行けない世界の非公開区域99 : ガザの地下トンネルから女王の寝室まで /
ダニエル・スミス著 ; 小野智子, 片山美佳子訳. -- 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).

070//SA29//2027

2F学生選書

114.2//KA16//2021

2F学生選書

193.5//F38//2150

2F学生選書

210.04//KU61//1974

2F学生選書

290//SM5//5899

2F学生選書

知って楽しい世界の憲法 / 西修著. -- 海竜社, 2021.5.

323.01//N81//2040

2F学生選書

君は、こんなワクワクする世界を見ずに死ねるか!? / 田村耕太郎著. -- マガジンハ
ウス, 2012.6.
北欧式眠くならない数学の本 / クリスティン・ダール著 ; スヴェン・ノードクヴィ
スト絵 ; 枇谷玲子訳. -- 三省堂, 2018.6.
オキシトシンがつくる絆社会 : 安らぎと結びつきのホルモン / シャスティン・ウヴ
ネース・モベリ著 ; 大田康江訳. -- 晶文社, 2018.10.
世界の名建築解剖図鑑 / オーウェン・ホプキンス著 ; 小室沙織訳 ; : 新装版. -- エ
クスナレッジ, 2021.7.
図解力を鍛えるロジカルシンキング : 機械設計者の基礎技術力向上 / 山田学著. -日刊工業新聞社, 2018.11. -- (空間認識力モチアゲ / 山田学著 ; 2 ; 演習編).
コロナ後の食と農 : 腸活・菜園・有機給食 / 吉田太郎著. -- 築地書館, 2020.10.

334.51//TA82//5849

2F学生選書

410//D13//2016

2F学生選書

491.457//MO11//1962

2F学生選書

523//H86//2057

2F学生選書

531.9//Y19//5994

2F学生選書

615.71//Y86//1985

2F学生選書

地場伝統企業のものづくりブランディング : 玉川堂,勝沼醸造,白鳳堂,能作はなぜ成 675//N22//5989
長し続けるのか / 長沢伸也, 川村亮太著. -- 晃洋書房, 2020.10.
726.5//U76//2147
おとぎ話の幻想挿絵 / 海野弘解説・監修. -- パイインターナショナル, 2011.9.

2F学生選書

映画と本の意外な関係! / 町山智浩著. -- 集英社インターナショナル. -- (インター 778.04//MA19//5941
ナショナル新書 ; 005).
804//O65//2143
本にまつわる世界のことば / 温又柔 [ほか] 著 ; 長崎訓子絵. -- 創元社, 2019.5.

2F学生選書
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2F学生選書

2F学生選書

※貸出できません

書名等

配置場所

810.4//A82//6026
日本語の奥深さを日々痛感しています / 朝日新聞校閲センター著. -- さくら舎,
2020.10.
お化けの愛し方 : なぜ人は怪談が好きなのか / 荒俣宏著. -- ポプラ社, 2017.7. -- 902.3//A64//2037
(ポプラ新書 ; 099).
946//B35//5900
ネオナチの少女 / ハイディ・ベネケンシュタイン著 ; 平野卿子訳. -- 筑摩書房,
2019.2.

請求記号
2F学生選書
2F学生選書
2F学生選書

【2F就職応援】
書名等

配置場所

請求記号

VRが変えるこれからの仕事図鑑 / 赤津慧著. -- 光文社, 2019.8.

007.35//A33//9942

2F就職応援

わたしをひらくしごと / 野村美丘取材・文 ; 藤田二朗写真. -- KTC中央出版,
2018.12.
就活経済学 : 社会人必須な経済学エッセンスをイメージで摑みオンライン面接でも
慌てない就活生になる本。 / 米田泰隆著. -- 東京農業大学出版会, 2021.2.
「社会人になるのが怖い」と思ったら読む会社の超基本 / 神野沙樹著. -- 飛鳥新
社, 2021.7.
ビジネスマナーの解剖図鑑 = The anatomical chart of business manner / 北條
久美子著. -- 新しい生活様式対応版. -- エクスナレッジ, 2021.8.
「働く」ときの完全装備 : 15歳から学ぶ労働者の権利 / 橋口昌治, 肥下彰男, 伊田
広行著. -- 新版. -- 解放出版社, 2016.11.
仕事のカタログ : 「なりたい自分」を見つける! : 1600職種適職ナビゲーター ;
2022-23年版. -- 自由国民社, 2021.6. -- (自由国民ガイド版).
広告のやりかたで就活をやってみた。 / 小島雄一郎著. -- 改訂版. -- 宣伝会議,
2017.12. -- (マスナビBooks).
就活マナー : 要点マスター! / 美土路雅子著 ; ['23]. -- マイナビ出版, [2021.5].

281.04//N95//5181

2F就職応援

331//Y83//8599

2F就職応援

335.4//KA37//3031

2F就職応援

336.49//H81//3038

2F就職応援

366.14//H37//4819

2F就職応援

366.29//SH29//3011

2F就職応援

377.9//KO39//5184

2F就職応援

377.9//MI14//3008

2F就職応援

英語で仕事をしたい人の必修14講 / 松崎久純著. -- 慶應義塾大学出版会,
2021.10.

670.93//MA92//2409

2F就職応援

書名等

配置場所

請求記号

The tiger in the smoke / Margery Allingham. -- Felony & Mayhem Press,
2010, c1952. -- (A Felony & Mayhem mystery).
The burning court / John Dickson Carr. -- Bantam Books, 1954. -- (Bantam
books ; 1207).
The mystery of the blue train / Agatha Christie. -- HarperCollins, 1994. -(The Christie collection).
Crooked house / Agatha Christie. -- Agatha Christie signature ed. -HarperCollins, 2002, c1949. -- (The Agatha Christie collection).
The secret adversary / Agatha Christie ; : pbk. -- Harper, 2015, c1922.

933.7//A41//6631

2Fペーパーバック

933.7//C22//2102

2Fペーパーバック

933.7//C58//2250

2Fペーパーバック

933.7//C58//8802

2Fペーパーバック

933.7//C58//9300

2Fペーパーバック

While the patient slept / Mignon G. Eberhart. -- Macfadden book, 1963. -(A Macfadden book ; 60-244).
The case of the sulky girl / by Erle Stanley Gardner. -- Pocket Books, 1941,
c1933. -- (Pocket book ; 90 . A Perry Mason mystery).
The case of the velvet claws / by Erle Stanley Gardner. -- Pocket Books,
1940, c1933. -- (The complete book)(Pocket book ; 73).
A new lease of death / Ruth Rendell. -- Arrow Books, 1981, c1969.

933.7//E13//5111

2Fペーパーバック

933.7//G22//5348

2Fペーパーバック

933.7//G22//5350

2Fペーパーバック

933.7//R27//0550

2Fペーパーバック

Murder being once done / Ruth Rendell. -- Mysterious Press, 1988, c1972. 933.7//R27//0563

2Fペーパーバック

【2Fペーパーバック】

【3F開高健著作＆3F卒業生著作】
書名等

配置場所

請求記号

開高健の本棚 / 開高健著. -- 河出書房新社, 2021.9.

019.9//KA21//2312

3F開高健著作

ベトナム戦記 / 開高健著 ; 秋元啓一写真. -- 朝日新聞社, 1990.10. -- (朝日文庫). 223.107//KA21//4518

3F開高健著作

輝ける闇 / 開高健著. -- 33刷改版. -- 新潮社, 2010.7. -- (新潮文庫 ; か-5-9).

913.6//KA21//4489

3F開高健著作

裸の王樣 / 開高健著. -- 文藝春秋新社, 1958.3.

913.6//KA21//6704

3F開高健著作

賢い人ほど失敗する : 要領が悪い人でも成功するヒント / 高原慶一朗著 ; : 新装版. 159//TA32//1748
-- PHP研究所, 2012.3.
216.3//KI99//9096
都市格と文化 : 大阪から全国へ / 木津川計著. -- 自治体研究社, 2008.7.

3F卒業生著作

ダントツの強みを磨け / 坂根正弘著. -- 日本経済新聞出版社, 2015.10. -- (私の
履歴書 / 日本経済新聞社編).

3F卒業生著作
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289//SA34//6426

3F卒業生著作

※貸出できません

書名等

配置場所

請求記号

走り続ける力 / 山中伸弥著. -- 毎日新聞出版, 2018.7.

289//Y34//9081

3F卒業生著作

404//Y34//1759
「大発見」の思考法 : iPS細胞vs.素粒子 / 山中伸弥, 益川敏英著. -- 文藝春秋,
2011.1. -- (文春新書 ; 789).
山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について聞いてみた / 山中伸弥, 緑慎也著. -- 講談 491.11//Y34//8151
社, 2012.10.

3F卒業生著作
3F卒業生著作

【3F文庫版 】
書名等

配置場所

請求記号

世界のエリートが学んできた「自分で考える力」の授業 / 狩野みき著. -- 増補改訂
版. -- PHP研究所, 2020.12. -- (PHP文庫 ; [か84-1]).
義経の東アジア / 小島毅著. -- 文藝春秋, 2021.4. -- (文春学藝ライブラリー ; 歴
史 ; 40).
日本の気配 / 武田砂鉄著. -- 増補版. -- 筑摩書房, 2021.9. -- (ちくま文庫 ; [た
96-1]).
世界奇食大全 / 杉岡幸徳著. -- 増補版. -- 筑摩書房, 2021.4. -- (ちくま文庫 ; [す
27-1]).
世界を読み解く科学本 : 科学者25人の100冊 / 山本貴光編. -- 河出書房新社,
2021.11. -- (河出文庫 ; [や44-1]).
脳のなかの幽霊 / V・S・ラマチャンドラン, サンドラ・ブレイクスリー [著] ; 山下
篤子訳. -- 角川書店. -- (角川文庫 ; 16610).
日本の家 / 中川武 [著]. -- KADOKAWA, 2015.10. -- (角川文庫 ; 19430).

141.5//KA58//8194

3F文庫版

210.38//KO39//8605

3F文庫版

304//TA59//2745

3F文庫版

383.8//SU44//1231

3F文庫版

404//Y31//3969

3F文庫版

491.371//R13//9123

3F文庫版

521.86//N32//4475

3F文庫版

書聖王羲之 : その謎を解く / 魚住和晃著. -- 岩波書店, 2020.12. -- (岩波現代文 728.224//U79//0393
庫 ; 文芸 ; 330).
本当の翻訳の話をしよう / 村上春樹, 柴田元幸著. -- 増補版. -- 新潮社, 2021.7. - 801.7//MU43//3399
- (新潮文庫 ; 11464, む-5-44).
910.268//N32//9357
江戸川乱歩と横溝正史 / 中川右介著. -- 集英社, 2020.12. -- (集英社文庫).

3F文庫版
3F文庫版
3F文庫版

【4F新書版 】
書名等

配置場所

請求記号

炎上社会を考える : 自粛警察からキャンセルカルチャーまで / 伊藤昌亮著. -- 中央 007.3//I89//3846
公論新社, 2022.1. -- (中公新書ラクレ ; 752).
070//I72//1565
ニュースの未来 / 石戸諭著. -- 光文社, 2021.8. -- (光文社新書 ; 1151).

4F新書版

アドラー性格を変える心理学 / 岸見一郎著. -- NHK出版, 2021.3. -- (NHK出版新
書 ; 648).
「孤独」という生き方 : 「ありのままの自分」でいることのできる、自分だけの居
場所を求めて / 織田淳太郎著. -- 光文社, 2021.8. -- (光文社新書 ; 1150).
鎌倉殿と13人の合議制 / 本郷和人著. -- 河出書房新社, 2022.1. -- (河出新書 ;
045).
ニッポン巡礼 / アレックス・カー著. -- 集英社, 2020.12. -- (集英社新書 ; ヴィ
ジュアル版 ; 045V).
ポスト社会主義の政治 : ポーランド、リトアニア、アルメニア、ウクライナ、モル
ドヴァの準大統領制 / 松里公孝著. -- 筑摩書房, 2021.3. -- (ちくま新書 ; 1559).
マジョリティ男性にとってまっとうさとは何か : #MeTooに加われない男たち / 杉
田俊介著. -- 集英社, 2021.9. -- (集英社新書 ; 1082B).
理系研究者の「実験メシ」 : 科学の力で解決!食にまつわる疑問 / 松尾佑一著. -光文社, 2021.5. -- (光文社新書 ; 1134).
物理学者のすごい思考法 / 橋本幸士著. -- 集英社インターナショナル. -- (イン
ターナショナル新書 ; 067).
京都近現代建築ものがたり / 倉方俊輔著. -- 平凡社, 2021.9. -- (平凡社新書 ;
985).
1995年のエアマックス / 小澤匡行著. -- 中央公論新社, 2021.7. -- (中公新書ラ
クレ ; 735).
食べものから学ぶ世界史 : 人も自然も壊さない経済とは? / 平賀緑著. -- 岩波書店,
2021.7. -- (岩波ジュニア新書 ; 937).
ドンキにはなぜペンギンがいるのか / 谷頭和希著. -- 集英社, 2022.2. -- (集英社
新書 ; 1104B).
平成のヒット曲 / 柴那典著. -- 新潮社, 2021.11. -- (新潮新書 ; 929).

141.93//KI58//9139

4F新書版

159//O17//1567

4F新書版

210.42//H84//4405

4F新書版

291.09//KE58//9280

4F新書版

312.3//MA92//8148

4F新書版

367.5//SU46//2193

4F新書版

407//MA85//9771

4F新書版

420.4//H38//0049

4F新書版

523.162//KU52//2195

4F新書版

589.25//O97//1672

4F新書版

611.38//H63//0603

4F新書版

673.86//TA87//5015

4F新書版

767.8//SH15//4823

4F新書版

お笑い世代論 : ドリフから霜降り明星まで / ラリー遠田著. -- 光文社, 2021.4. -- 779.9//R17//9050
(光文社新書 ; 1128).
816//KU75//1927
知的文章術入門 / 黒木登志夫著. -- 岩波書店, 2021.9. -- (岩波新書 ; 新赤版
1897).
それいけ!方言探偵団 / 篠崎晃一著. -- 平凡社, 2021.12. -- (平凡社新書 ; 993). 818//SH69//3844
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4F新書版

4F新書版
4F新書版
4F新書版

※貸出できません

書名等

配置場所

文豪の愛した猫 / 開発社編著. -- イースト・プレス, 2021.9. -- (イースト新書Q ; 902.8//KA21//1820
Q075).
911.302//F67//2436
俳句のきた道 : 芭蕉・蕪村・一茶 / 藤田真一著. -- 岩波書店, 2021.9. -- (岩波
ジュニア新書 ; 940).

請求記号
4F新書版
4F新書版

【5F英語学習】
書名等

配置場所

請求記号

英語で紹介する日本 : 見る・知る・遊ぶ : experience Japan / 松本美江著. -- ナ 302.1//MA81//8888
ツメ社, 2019.8.
災害時の英語 / デイビッド・A.セイン著. -- 増補改訂版. -- アスク出版, 2020.9. 369.3//TH1//6376

5F英語学習

同時通訳者が「訳せなかった」英語フレーズ / 松下佳世編著. -- イカロス出版,
2020.6.
英語日記boy : 海外で夢を叶える英語勉強法 / 新井リオ著. -- 左右社, 2020.1.

801.7//MA88//5562

5F英語学習

830.7//A62//6385

5F英語学習

TOEIC Listening & Reading公式ボキャブラリーブック = TOEIC L&R official
vocabulary book / Educational Testing Service著. -- 国際ビジネスコミュニ
ケーション協会, 2019.6.

830.79//E24//4906

5F英語学習

文で覚える単熟語 : テーマ別 / [旺文社編] ; 英検1級 -- 三訂版. -- 旺文社,
[2013.3].
世界でいちばんシンプルな英文法の本 : 日本人だから知らない / 田中明子著. -- あ
さ出版, 2019.7.
Instagram×English : 英語でインスタ! / ミカエラ・ブレスウェート著. -- ジャパ
ンタイムズ, 2018.10.
英文学教授が教えたがる名作の英語 / 阿部公彦著. -- 文藝春秋, 2021.4.

830.79//O14//2619

5F英語学習

835//TA84//9054

5F英語学習

836//B71//2480

5F英語学習

837.5//A12//9745

5F英語学習

エマ・ワトソンの国連スピーチを英語で読む : 「男らしさ」と「女らしさ」の呪縛 837.7//H41//7744
から逃れるために / 畠山雄二著. -- 開拓社, 2021.1.

5F英語学習

5F英語学習

【5F多読1～6】
書名等

配置場所

請求記号

837.5//I74//0609
美女と野獣 / 石原真弓英文解説. -- KADOKAWA, 2018.7. -- (中学英語で読む
ディズニー ; コレクション1).
English folk tales / retold by Emma Sully. -- IBCパブリッシング, 2018.11. -- 837.7//SU55//1619
(洋販ラダーシリーズ ; Level 1(1000-word)).
837.7//G87//2372
Marley & me / John Grogan ; retold by Anne Collins ; : [book], : [book and
MP3 audio CD]. -- Pearson Education, 2012. -- (Pearson English readers ;
level 2).

5F多読（初級）1

Babe : pig in the city / adapted from the novelization by Justine Korman and 837.7//KO79//2371
Ron Fontes ; based on the motion picture screenplay written by George
Miller, Judy Morris, Mark Lamprell ; based on characters by Dick King-Smith
; retold by John Escott ; : pbk. -- Pearson Education, 2008, c1999. -(Pearson English readers ; level 2).

5F多読（初級）2

The last king of Scotland / Giles Foden ; retold by Chris Rice ; : [book],
:[book and MP3 audio CD]. -- Pearson Education, 2012. -- (Pearson
English readers ; level 3).

837.7//F36//2132

5F多読（中級）3

Pirates of the Caribbean : at world's end / retold by Karen Holmes ; : pbk. -- 837.7//H83//2375
Pearson Education, 2009. -- (Pearson English readers ; level 3).
837.7//L96//2382
The bourne identity / Robert Ludlum ; retold by Andy Hopkins and Jocelyn
Potter ; : [book], : [book and MP3 audio CD]. -- Pearson Education, 2010. - (Pearson English readers ; level 4).

5F多読（中級）3

Daddy-Long-Legs / by Jean Webster. -- Rev. ed. -- IBCパブリッシング,
2017.4. -- (洋販ラダーシリーズ ; Level 4(2000-word)).
Rudolf and Ippai Attena / Saito Hiroshi ; translated by Deborah Iwabuchi
and Kazuko Enda ; illustrated by Hanmo Sugiura. -- Kodansha, 2017. -(Kodansha English library ; [210]).

837.7//W52//8535

5F多読（中級）4

837.7//SA25//1878

5F多読（上級）5

One of us is lying / Karen M. McManus. -- Penguin, 2017. -- (Penguin
books).
Malice / Keigo Higashino ; translated by Alexander O. Smith with Elye
Alexander ; : pbk. -- Abacus, 2015.
The night is short, walk on girl / Tomihiko Morimi ; [translated by Emily
Balistrieri] ; : hbk. -- Yen Press, 2019.

933.7//MA22//1450

5F多読（上級）5

913.6//H55//3992

5F多読（上級）6

913.6//MO54//9953

5F多読（上級）6

4ページ

5F多読（初級）1
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5F多読（中級）4

