２F企画展示

2011-2017

展示期間：2018/9/18-10/7

学生選書とは、学生の皆さんが実際に本屋さんに行って、学情センターの本を選ぶという企画です。
今回は昨年までに選ばれた本のうち100冊を展示します。
「みんなに読んでもらいたい」という学生の思いが詰まった本の中から、お気に入りの1冊を探してください。
展示以外の学生選書は、2Fエレベーター横の学生選書コーナーにあります。そちらもどうぞ。
書名等

請求記号

Think simple : アップルを生みだす熱狂的哲学 / ケン・シーガル著 ; 高橋則明訳. -- NHK出版,
2012.5.
ゼロからわかるUML超入門 / 河合昭男著. -- 改訂2版. -- 技術評論社, 2017.7. -- (かんたんIT
基礎講座).
パーフェクトJava / 井上誠一郎, 永井雅人, 松山智大著. -- 技術評論社, 2009.11. -- (Perfect
series ; 02).

007.35//SE16//4660
007.61//KA93//3838
007.64//I57//4576

独習Python入門 : 1日でプログラミングに強くなる / 湯本堅隆著. -- 技術評論社, 2016.9.

007.64//Y97//5233

絵本から「子ども福祉」を考える / 青木文美編. -- 春風社, 2016.7.

019.53//A53//5304

なっとくレイアウト : 感覚やセンスに頼らないデザインの基本を身につける / フレア著. -- エムディ
エヌコーポレーション.
世界一素朴な質問、宇宙一美しい答え : 世界の第一人者100人が100の質問に答える / ジェン
マ・エルウィン・ハリス編 ; 西田美緒子訳 ; タイマタカシ絵. -- 河出書房新社, 2013.11.
「ポスト真実」の時代 : 「信じたいウソ」が「事実」に勝る世界をどう生き抜くか / 津田大介, 日比嘉
高著. -- 祥伝社, 2017.7.
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.
世界初をつくり続ける東大教授の「自分の壁」を越える授業 / 生田幸士著. -- ダイヤモンド社,
2013.7.
恥と「自己愛トラウマ」 : あいまいな加害者が生む病理 / 岡野憲一郎著. -- 岩崎学術出版社,
2014.6.
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.

021.4//F92//7099
033//H33//4656
070.14//TS34//3861
070.4//I33//7159
141.5//I39//3926
141.6//O45//7234
146.8//D52//7050

倫理学の話 / 品川哲彦著. -- ナカニシヤ出版, 2015.10.

150//SH58//7079

99%の会社はいらない / 堀江貴文著. -- ベストセラーズ, 2016.7. -- (ベスト新書 ; 525).

159.4//H87//5248

「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.

159//W66//7031

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.

202.5//A53//7242

歴史が面白くなる東大のディープな日本史 / 相澤理著 ; [1], 2, 3. -- 中経出版, 2012-.

210.04//A26//7114

ロシア革命100年の謎 / 亀山郁夫, 沼野充義著. -- 河出書房新社, 2017.10.

238.07//KA36//3793

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.

280.4//TS86//0066

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.

281.038//R27//4509

新・リーダー論 : 大格差時代のインテリジェンス / 池上彰, 佐藤優著. -- 文藝春秋, 2016.10. -(文春新書 ; 1096).

304//I33//5249

法学ダイアリー / 森本直子, 織原保尚編. -- ナカニシヤ出版, 2017.4.

321//MO55//3865
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書名等

請求記号

一歩先への憲法入門 / 片桐直人, 井上武史, 大林啓吾著. -- 有斐閣, 2016.5.

323.14//KA81//3867

危機の現場に立つ / 中満泉著. -- 講談社, 2017.7.

329.33//N35//3927

それをお金で買いますか : 市場主義の限界 / マイケル・サンデル著 ; 鬼沢忍訳. -- 早川書房,
331.15//SA62//7049
2014.11. -- (ハヤカワ文庫 ; 7460 . ハヤカワ文庫NF ; NF419).
ヤル気の科学 : 行動経済学が教える成功の秘訣 / イアン・エアーズ著 ; 山形浩生訳. -- 文藝春
331//A98//0059
秋, 2012.10.
経済は世界史から学べ! / 茂木誠著. -- ダイヤモンド社, 2013.11.
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.
働き方が変わる会社が変わる! / 阿部重利, 榎本恵一著. -- 万来舎, 2013.5. -- (実践ワーク・ライ
フ・ハピネス : ワーク・ライフ・バランスを超えて / 阿部重利, 榎本恵一著 ; [1]).
プレゼン資料のための正しいデザイン : ビジネスを成功に導くレイアウトの技術 / 鈴木春人著. -エムディエヌコーポレーション.
急に売れ始めるにはワケがある : ネットワーク理論が明らかにする口コミの法則 / マルコム・グ
ラッドウェル著 ; 高橋啓訳. -- ソフトバンククリエイティブ, 2007.6. -- (SB文庫 ; [ク2-1]).
メイドと執事の文化誌 : 英国家事使用人たちの日常 : 図説 / シャーン・エヴァンズ著 ; 村上リコ訳.
-- 原書房, 2012.10.
非婚ですが、それが何か!? : 結婚リスク時代を生きる / 上野千鶴子, 水無田気流著. -- ビジネス
社, 2015.9.
カミングアウト・レターズ : 子どもと親、生徒と教師の往復書簡 / RYOJI, 砂川秀樹編. -- 太郎次
郎社エディタス, 2007.12.

332//MO16//5313
334.4//P87//5328
335.35//A12//4533
336.49//SU96//7145
361.4//G48//7219
366.8//E88//0086
367.4//U45//7184
367.97//R96//4570

おいしい話に、のってみた : “問題商法"潜入ルポ / 多田文明著. -- 扶桑社, 2012.9.

368.6//TA16//0051

「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).

368.66//MI18//5339

河北新報のいちばん長い日 : 震災下の地元紙 / 河北新報社著. -- 文藝春秋, 2011.10.

369.31//KA19//7902

変な給食 / 幕内秀夫著. -- ブックマン社, 2009.12.

374.94//MA38//7112

子どもはみんな問題児。 / 中川李枝子著. -- 新潮社, 2015.3.

379.9//N32//7245

ソウルスタイル : 韓国のそこが知りたい55 / 朴大王著. -- 白帝社, 2013.3.

382.21//P16//3951

理系の子 : 高校生科学オリンピックの青春 / ジュディ・ダットン著 ; 横山啓明訳. -- 文藝春秋,
2014.10. -- (文春文庫 ; [S-15-1]).

407//D99//7067

体感する数学 / 竹内薫著. -- エンターブレイン.

410.4//TA67//4645

整数で遊ぼう / 結城浩著. -- SBクリエイティブ, 2013.12. -- (数学ガールの秘密ノート / 結城浩
410.4//Y97//5240
著).
対話で分かるライプニッツと微分積分 : できる人は数学に強い!! / 馬場敬之著. -- マセマ出版社,
413.3//B12//7023
[2011.3].
フーリエの冒険 / トランスナショナルカレッジオブレックス編. -- 新装改訂版. -- 言語交流研究所
413.59//TO66//3846
ヒッポファミリークラブ, 2013.7.
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.

415.2//N62//0081

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.

417//W35//5281

面白くて眠れなくなる物理 / 左巻健男著. -- PHPエディターズ・グループ.

420.4//SA57//4575

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).
流れ / フィリップ・ボール著 ; 塩原通緒訳. -- 早川書房, 2011.11. -- (自然が創り出す美しいパ
ターン).
化学 : 錬金術から周期律の発見まで / ジョエル・レヴィー著 ; 今里崇之訳. -- 創元社, 2014.1. -(大人のためのやり直し講座).
実はおもしろい化学反応 : 世界は化学反応でできている / 中西貴之著. -- 技術評論社, 2012.10.
-- (知りたいサイエンス ; 115).
2ページ

420.4//SH18//5319
423.8//B16//7952
430//L57//7117
431.3//N38//3936

書名等

請求記号

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).

440//N32//7079

仕事で得する天気の雑学 / 片平敦著. -- いろは出版, 2015.3.

451.04//KA81//7152

フタバスズキリュウ発掘物語 : 八〇〇〇万年の時を経て甦ったクビナガリュウ / 長谷川善和著. 457.87//H36//7893
- 化学同人, 2008.3. -- (DOJIN選書 ; 14).
スー : 史上最大のティラノサウルス発掘 = Sue / ピーター・ラーソン, クリスティン・ドナン著 ; 池田
457.87//L32//8127
比佐子訳. -- 朝日新聞社, 2005.3.
世界をやりなおしても生命は生まれるか? / 長沼毅著. -- 朝日出版社, 2011.7.

460//N16//8129

ゴキブリ大全 / デヴィッド・ジョージ・ゴードン著 ; 松浦俊輔訳 ; : 新装版. -- 青土社, 2014.9.

486.42//G67//7056

魚類学 = Ichthyology / 矢部衞, 桑村哲生, 都木靖彰編. -- 恒星社厚生閣, 2017.9.

487.51//Y11//3906

生物多様性のブランド化戦略 : 豊岡コウノトリ育むお米にみる成功モデル / 矢部光保, 林岳編著.
488.58//Y11//7246
-- 筑波書房, 2015.9.
音楽で寄り添うということ : ホスピス緩和ケアの音楽療法 / 新倉晶子著. -- 春秋社, 2010.8.

490.14//N73//7233

科学知と人文知の接点 : iPS細胞研究の倫理的課題を考える / 京都大学iPS細胞研究所上廣倫
491.11//KY6//3862
理研究部門編. -- 弘文堂, 2017.10.
これだけ!iPS細胞 / 夏緑著. -- 秀和システム, 2015.1.

491.11//N58//3863

健やかに老いるための時間老年学 / 大塚邦明著. -- ミシマ社, 2014.4.

491.3//O88//7084

においと味わいの不思議 : 知ればもっとワインがおいしくなる / 東原和成, 佐々木佳津子, 伏木亨
498.53//TO23//4562
著. -- 虹有社, 2013.9.
Fusion 360[TM] Masters / オートデスク編著. -- ソーテック社, 2017.5.
メイカーズ : 21世紀の産業革命が始まる / クリス・アンダーソン著 ; 関美和訳. -- NHK出版,
2012.10.
名所・旧跡の解剖図鑑 : 見かたを知れば旅はもっと楽しくなる / スタジオワーク著. -- エクスナ
レッジ, 2014.11.
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.
この一冊で全部わかるネットワークの基本 / 福永勇二著. -- SBクリエイティブ, 2016.4. -- (イラス
ト図解式 : わかりやすさにこだわった).
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.

501.8//O86//3923
509.5//A46//0094
521//ST9//6985
527.1//SU96//6982
547.483//F79//3822
589.2//Y86//7034

定食と文学 / 今柊二著. -- 本の雑誌社, 2010.11.

596.04//KO71//0091

森の芽生えの生態学 / 正木隆編. -- 文一総合出版, 2008.3.

653.17//MA61//8121

おクジラさま : ふたつの正義の物語 / 佐々木芽生著. -- 集英社, 2017.8.

664.9//SA75//3907

天才シェフ危機一髪 : 世界一流レストランの舞台裏で起きた40の本当のお話 / キンバリー・ウィ
ザースプーン, アンドリュー・フリードマン編 ; 実川元子, 松野泰子訳. -- 日経BP社.
世界のショップバッグコレクション / モンサ・パブリケーションズ編 ; 堀口容子翻訳. -- グラフィック
社, 2012.11.
みんなに好かれようとして、みんなに嫌われる。 : (勝つ広告のぜんぶ) / 仲畑貴志著. -- 宣伝会
議, 2008.12.
売れるデザインのしくみ : トーン・アンド・マナーで魅せるブランドデザイン / ウジトモコ著. -- ビー・
エヌ・エヌ新社, 2009.10.
アジアの鉄道の謎と不思議 / 小牟田哲彦著. -- 東京堂出版, 2005.7.

673.97//W79//0083
674.3//MO36//7038
674//N33//7061
675//U57//7198
686.22//KO69//0114

死ぬまでに観ておきたい世界の絵画1001 / スティーヴン・ファージング編集 ; 藤村奈緒美 [ほか]
720.2//F15//4485
訳. -- 実業之日本社, 2013.2.
ヘンな日本美術史 / 山口晃著. -- 祥伝社, 2012.11.

721.02//Y24//0082

いちばん面白いデザインの教科書 : How to Design / カイシトモヤ著. -- エムディエヌコーポレー
727//KA21//7094
ション.
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書名等

請求記号

めぐる日本のモノづくり : 52 stories of new takumi / edited by Lexus new takumi project. -- 美術
750.21//L59//3902
出版社, 2017.10.
配色デザイン見本帳 : 配色の基礎と考え方が学べるガイドブック / 伊達千代著. -- エムディエヌ
757.3//D44//7096
コーポレーション.
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.

764.3//KO65//4517

ディアギレフ : 芸術に捧げた生涯 / シェング・スヘイエン [著] ; 鈴木晶訳. -- みすず書房, 2012.2. 769.938//SC2//6957
VIVA!劇団四季ミュージカル / 安倍寧著. -- 日之出出版, 2000.5.

775.4//A12//6964

超民族語 / ルイ=ジャン・カルヴェ著 ; 林正寛訳. -- 白水社, 1996.3. -- (文庫クセジュ ; 776).

801.03//C13//8004

言語意識と社会 : ドイツの視点・日本の視点 / 山下仁, 渡辺学, 高田博行編著. -- 三元社,
2011.2.

801.03//Y44//7989

伝わる!文章力が身につく本 / 小笠原信之著. -- 高橋書店, [2011.3].

816//O22//7087

30秒でできる!ニッポン紹介おもてなしの韓国語会話 / IBCパブリッシング編 ; リムワン訳. -- IBC
829.178//I11//3955
パブリッシング, 2017.4.
誤訳0 (ゼロ) トレーニング / 光藤京子著. -- 秀和システム, 2016.12.

837.5//MI63//3843

英語で説明する全技術 : methods for clear English presentation / 齋藤浩史著. -- 秀和システム,
837.8//SA25//3864
2017.9.
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.

904//TO34//7162

謎の村上春樹 / 助川幸逸郎著. -- プレジデント社, 2013.10.

910.268//SU54//4618

村上春樹読める比喩事典 = Murakami Haruki's figurative expressions : a guidebook with citations
910.268//Y89//4620
and comments / 芳川泰久, 西脇雅彦著. -- ミネルヴァ書房, 2013.9.
イギリス文学への招待 / 秋篠憲一 [ほか] 著. -- 朝日出版社, 1999.4.

930.2//A36//9939

兵士の歴史大図鑑 / R.G.グラント著 ; 山崎正浩訳. -- 創元社, 2017.2.

L392//G77//3790

産業、サービス、医療用ロボット225社・団体の最新動向. -- 産業タイムズ社, 2017.10. -- (ロボッ
L548.3//R55//3917
ト産業最前線 ; 2018).
ステンドグラスで表現するミュシャと花の世界 / 彩の会編. -- 日貿出版社, 2010.5.

L751.5//SA22//4513

【学生選書ツアー参加者募集中!】
ツアー実施日

:

10/25(木) 15：30～19：30（うち2時間程度）
ジュンク堂難波店にて

応募方法・詳細 : 学生選書HPまたはチラシ
応募締切
: 10/8(月)
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←学生選書HP

応募ページ

