
✾ 学生選書コーナー本  ✾  春のブックハンティング（Ｈ27.6～Ｈ27.7）

書名 著者名

1 元・宝塚総支配人が語る「タカラヅカ」の経営戦略 森下信雄

2 ツカむ！話術 パトリック・ハ－ラン

3 情報の「捨て方」：知的生産、私の方法 成毛真

4 知らないと恥をかく世界の大問題．６ 池上彰

5 おとなの教養：私たちはどこから来て、どこへ行くのか？ 池上彰

6 憲法の条件：戦後７０年から考える 大澤真幸：木村草太

7 憲法の創造力 木村草太

8 フリ－ズする脳：思考が止まる、言葉に詰まる 築山節

9 伝える力．２ 池上彰

10 伝える力：「話す」「書く」「聞く」能力が仕事を変える！ 池上彰

11 辞書編纂者の、日本語を使いこなす技術 飯間浩明

12 読書で賢く生きる。：ビジネススキル探しを超えて 中川淳一郎：漆原直行

13 ストレスと適応障害：つらい時期を乗り越える技術 岡田尊司

14 脳内麻薬：人間を支配する快楽物質ド－パミンの正体 中野信子

15 ９９．９９６％はスル－：進化と脳の情報学 竹内薫：丸山篤史

16 やじうま入試数学：問題に秘められた味わいのツボ 金重明

17 暗号が通貨になる「ビットコイン」のからくり：「良貨」になりうる３つの理由 吉本佳生：西田宗千佳

18 逆問題の考え方：結果から原因を探る数学 上村豊

19 「タレント」の時代：世界で勝ち続ける企業の人材戦略論 酒井崇男

20 「失敗」の経済政策史 川北隆雄



書名 著者名

21 カフェと日本人 高井尚之

22 ク－ル・ジャパン！？：外国人が見たニッポン 鴻上尚史

23 ジャ－ナリズムの現場から 大鹿靖明

24 試験に受かる「技術」：灘高が教えてくれた「超」合理的メソッド 吉田たかよし

25 パンの世界：基本から最前線まで 志賀勝栄

26 イスラ－ム生と死と聖戦 中田考

27 なぜ『三四郎』は悲恋に終わるのか：「誤配」で読み解く近代文学 石原千秋

28 荒木飛呂彦の漫画術 荒木飛呂彦

29 「自分」の壁 養老孟司

30 だから日本はズレている 古市憲寿

31 ディズニ－の魔法 有馬哲夫

32 テレビの秘密 佐藤智恵

33 俺の日本史 小谷野敦

34 ２０歳の自分に受けさせたい文章講義 古賀史健

35 武器としての決断思考 瀧本哲史

36 「研究室」に行ってみた。 川端裕人

37 「私」を伝える文章作法 森下育彦

38 ビギナ－ズ『資本論』 マイケル・ウェイン：スンギョン・チェ

39 ビギナ－ズ倫理学 デイブ・ロビンソン：鬼澤忍

40 八月十五日の神話：終戦記念日のメディア学 佐藤卓己



書名 著者名

41 問題をどう解くか：問題解決の理論 ウェ－ン・Ａ．ウィケルグレン：矢野健太郎（数学者）

42 １８分集中法：時間の「質」を高める 菅野仁

43 お金で世界が見えてくる！ 池上彰

44 これだけは知っておきたい働き方の教科書 安藤至大

45 意思決定トレ－ニング 印南一路

46 駅をデザインする 赤瀬達三

47 感情とは何か：プラトンからア－レントまで 清水真木

48 荒木飛呂彦論：マンガ・ア－ト入門 加藤幹郎

49 若者はなぜ「決めつける」のか：壊れゆく社会を生き抜く思考 長山靖生

50 戦略思考ワ－クブック．ビジネス篇 三谷宏治

51 知の格闘：掟破りの政治学講義 御厨貴

52 知的生活習慣 外山滋比古

53 日本の大課題子どもの貧困：社会的養護の現場から考える 池上彰

54 反〈絆〉論 中島義道

55 反論が苦手な人の議論トレ－ニング 吉岡友治

56 平和のための戦争論：集団的自衛権は何をもたらすのか？ 植木千可子

57 平和憲法の深層 古関彰一

58 死ぬまでに学びたい５つの物理学 山口栄一

59 エンジニアリングの真髄：なぜ科学だけでは地球規模の危機を解決できないのか ヘンリ・ペトロスキ：安原和見

60 オシム：ゲ－ムという名の人生 マルコ・トマシュ：千田善



書名 著者名

61 オタク的想像力のリミット：〈歴史・空間・交流〉から問う 辻泉：岡部大介

62 フランス現代思想史：構造主義からデリダ以後へ 岡本裕一朗

63 教養としての宗教入門：基礎から学べる信仰と文化 中村圭志

64 よくわかる日本経済入門 塚崎公義

65 池上彰のお金の学校：知らないと損する 池上彰

66 ビジュアルビジネス・フレ－ムワ－ク 堀公俊

67 ビジュアル図でわかる会社法 柴田和史

68 新・戦争論：僕らのインテリジェンスの磨き方 池上彰：佐藤優

69 日本に絶望している人のための政治入門 三浦瑠麗

70 聞く力：心をひらく３５のヒント 阿川佐和子

71 みんなのビッグデ－タ：リアリティ・マイニングから見える世界 ネイサン・イ－グル：ケイト・グリ－ン

72 キリギリスの哲学：ゲ－ムプレイと理想の人生 バ－ナ－ド・ス－ツ：川谷茂樹

73 きみの脳はなぜ「愚かな選択」をしてしまうのか：意思決定の進化論 ダグラス・Ｔ．ケンリック：ヴラダス・グリスケヴィシウス

74 神さまってホントにいるの？ 石井研士

75 首狩の宗教民族学 山田仁史

76 〈世界史〉の哲学．イスラ－ム篇 大澤真幸

77 カルトからの回復：心のレジリアンス 櫻井義秀

78 基礎から学ぶ政治と経済 孫根志華

79 経済学的にありえない。 佐々木一寿

80 いつも「時間がない」あなたに：欠乏の行動経済学 センディル・ムッライナタン：エルダ－・シャフィ－ル



書名 著者名

81 攻略！！日本経済 八田幸二：佐藤拓也

82 やさしく学ぶ経営学 吉沢正広

83 図解でナットク！会計入門 桝岡源一郎

84 貨幣と金融政策：貨幣数量説の歴史的検証 平山健二郎

85 これだけは知っておきたい国際金融 高田創

86 人の心は読めるか？ ニコラス・エプリ－：波多野理彩子

87 ニュ－ス空間の社会学：不安と危機をめぐる現代メディア論 伊藤守：岡井崇之

88 メディア・コンテンツ産業のコミュニケ－ション研究：同業者間の情報共有のために 樺島榮一郎

89 ナナメ読み日本文化論：名著２５冊で読み解く日本人のアイデンティティ 中野明：大久保喬樹

90 日本サブカルチャ－を読む：銀河鉄道の夜からＡＫＢ４８まで 押野武志

91 旅と交流：旅からみる世界と歴史 細田典明

92 江戸の暮らし図鑑：女性たちの日常 菊地ひと美

93 なぜふつうに食べられないのか：拒食と過食の文化人類学 磯野真穂

94 偉大なる失敗：天才科学者たちはどう間違えたか マリオ・リヴィオ：千葉敏生

95 統計クイックリファレンス サラ・ボスラフ：黒川利明

96 基本統計学 宮川公男

97 エネルギ－の世界を変える。２２人の仕事：事業・政策・研究の先駆者たち 若手再エネ実践者研究会：諸富徹

98 人と「機械」をつなぐデザイン 佐倉統

99 ケ－スで解明ＩＴを活かすものづくり 藤本隆宏：朴英元

100 品質管理が一番わかる：消費者の安心・安全と企業の信用のために 宇喜多義敬：小林勝美



書名 著者名

101 建築・都市のプロジェクトマネジメント：クリエイティブな企画と運営 山根格

102 インテリアデザインの歴史 ジョン・パイル：大橋竜太

103 トヨタの新興国車ＩＭＶ：そのイノベ－ション戦略と組織 野村俊郎

104 アップル、アマゾン、グ－グルのイノベ－ション戦略 雨宮寛二

105 原爆を盗め！：史上最も恐ろしい爆弾はこうしてつくられた スティ－ヴ・シャンキン：梶山あゆみ

106 和食の基本がわかる本：郷土に根ざした伝承の技と味に学ぶ 奥村彪生

107 変化する中国の小売業：小売業態の発展プロセス 楊陽

108 サ－ビス業のマ－ケティング戦略 南方建明：宮城博文

109 世界で一番美しい色彩図鑑 ジョアン・エクスタット：アリエル・エクスタット

110 給食のお兄さん 遠藤彩見

111 給食のお兄さん  進級 遠藤彩見

112 給食のお兄さん  卒業 遠藤彩見

113 起き姫  口入れ屋のおんな 杉本章子

114 おかんメール 『おかんメール』制作委員会【編】

115 甘いもんでもおひとつ 田牧大和

116 100均フリーダム 内海慶一

117 月のうた 穂高明

118 おじさん図鑑 なかむらるみ

119 鳥獣戯画の謎  国宝に隠された6つのミステリー 上野憲示

120 日本刀  至極の名刀92振りの足跡を辿る



書名 著者名

121 世界のかわいい小鳥 上田 恵介【監修】

122 日本刀の本

123 図説・日本刀大全 稲田和彦

124 名刀 その由来と伝説 (光文社新書) 牧秀彦

125 猫鳴小路のおそろし屋 風野真知雄

126 禁忌習俗辞典 柳田国男

127 スープ屋しずくの謎解き朝ごはん 友井羊

128 パティシエの秘密推理 お召し上がりは容疑者から 似鳥鶏

129 クラーク巴里探偵録 三木笙子

130 平台がおまちかね 大崎梢

131 背表紙は歌う 大崎梢

132 クローバー・レイン 大崎梢

133 若手社員が育たない。 - 「ゆとり世代」以降の人材育成論 豊田義博

134 正しい食欲のつくり方 西邨マユミ

135 バターなしでおいしいケーキとマフィン 吉川文子

136 京の暖簾と看板 竹村大亀



✾  学生選書コーナー本  ✾       秋のブックハンティング（Ｈ27.11～Ｈ27.12）

書名 著者名

1 極北クレイマー 海堂　尊

2 就活がうまくいかない人はまず自分をほめてみなさい 清水　達也

3 極北ラプソディ 東野　圭吾

4 ガソリン生活 伊坂　幸太郎

5 ダメな自分を認めたら部屋がキレイになりました わたなべ　ぽん

6 確率捜査官御子柴岳人ゲームマスター 神永　学

7 過ぎ去りし王国の城 宮部　みゆき

8 経済のニュースが面白いほどスッキリわかる本 村中　和之

9 池上彰の「経済学」講義　歴史編 池上　彰

10 海の底 有川　浩

11 殺人の門 東野　圭吾

12 マスキングテープでつくるかわいい雑貨

13 マンガ就職活動入門 各務　展生

14 使える！信頼される！見た目としぐさマナーの便利帖

15 チルドレン 伊坂　幸太郎

16 魔王 伊坂　幸太郎

17 働く女性のための色とスタイル教室 七江　亜紀

18 ＰＫ 伊坂　幸太郎

19 掟上今日子の備忘録 西尾　維新

20 掟上今日子の推薦文 西尾　維新



書名 著者名

21 掟上今日子の遺言書 西尾　維新

22 すっきり片づく！収納＆インテリア 主婦の友社

23 就活難民にならないための大学生活３０のルール　最新版 常見　陽平

24 マスカレード・ホテル 東野　圭吾

25 残り全部バケーション 伊坂　幸太郎

26 霧 桜木　紫乃

27 ストーリー・セラー 有川　浩

28 ヒア・カムズ・ザ・サン 有川　浩

29 ナニワ・モンスター 海堂　尊

30 ブラックライダー 羽田　圭介

31 メタモルフォシス パトリック・モディアノ

32 ソロモンの偽証　第１部 宮部　みゆき

33 ソロモンの偽証　第２部 宮部　みゆき

34 ソロモンの偽証　第３部 宮部　みゆき

35 私と踊って 恩田　陸

36 重力ピエロ 伊坂　幸太郎

37 3652 伊坂幸太郎エッセイ集 伊坂　幸太郎

38 消滅 恩田　陸

39 オービタル・クラウド 中村　航

40 片想い 東野　圭吾



書名 著者名

41 死神の精度 伊坂　幸太郎

42 オールド・テロリスト 村上　龍

43 武士道ジェネレーション 誉田　哲也

44 まめこの知ってそうで知らなかった！料理のきほん丸わかり まめこ

45 さよなら的レボリューション 東山　彰良

46 はじめてでもおいしく作れる和食 おいしい和食の会

47 マンガでわかる日本文学 あんの　秀子

48 就活は順調かね？ 日本経済新聞社

49 ブラザー・サン　シスター・ムーン 恩田　陸

50 京の色百科

51 カッコウの卵は誰のもの 東野　圭吾

52 火星に住むつもりかい？ 伊坂　幸太郎

53 プラチナデータ 東野　圭吾

54 空飛ぶ広報室 有川　浩

55 明日の子供たち 有川　浩

56 そして、何も残らない 森　晶麿

57 鍵の掛かった男 佐久本　庸介

58 広岡浅子徹底ガイド 坂本　優二

59 砂漠 伊坂　幸太郎

60 白銀ジャック 東野　圭吾



書名 著者名

61 疾風ロンド 有栖川　有栖

62 まんが図解まるかじり！資本論

63 知ってるだけで一生得する料理の裏ワザ・基本ワザ大全 話題の達人倶楽部

64 パッと作れて絶対うまいひとり分ごはん 大庭　英子

65 デザインの組み方 甲谷　一

66 Ｔｈｅはじめてのおかず

67 キレイな生き方 井垣　利英

68 失われたものたちの本 ジョン・コナリー

69 王とサーカス 米澤　穂信

70 池上彰に聞くどうなってるの？ニッポンの新聞 主婦と生活社

71 図解ＡＳＥＡＮを読み解く みずほ総合研究所

72 突撃取材！こちら就活探偵団 菊地　信一

73 良い値決め悪い値決め 田中　靖浩

74 Ｑ＆Ａ日本経済のニュースがわかる！　２０１６年版 日本経済新聞社

75 こころ動かす経済学 日本経済新聞社

76 就活のギモン解決ＢＯＯＫ

77 クローズアップ「学校」 藤田　主一

78 クローズアップ「恋愛」 大坊　郁夫

79 クローズアップ「メディア」 浮谷　秀一

80 クローズアップ「犯罪」 谷口　泰富



書名 著者名

81 マスキングテープ・ブック エディシォン・ドゥ・パリ

82 あなたの人生、片づけます 垣谷美雨

83 ブラック・ベルベット 海堂　尊

84 君の膵臓をたべたい 住野　よる

85 値段のカラクリ レッカ社

86 覚えておきたい！料理の基本１２３

87 覚えておきたい！お金と節約の基本８８

88 ゼロからはじめる心理学・入門 金沢　創

89 フランスの配色 城　一夫

90 フランスの伝統色 城　一夫

91 イタリアの伝統色 城　一夫

92 サルでもわかる！デザインの本 矢野　りん

93 デザイナーズハンドブック　レイアウト編

94 入社１年目から使える「評価される」技術 横山　信治

95 片づけの解剖図鑑 鈴木　信弘

96 太宰治　for　Beginers 吉田　和明

97 芥川龍之介　for　Beginers 吉田　和明

98 宮沢賢治　for　Beginers 吉田　和明

99 色の心理学

100 あなたの知らない心理学 中西　大輔



書名 著者名

101 広岡浅子逆境に負けない言葉 ロン・ファン・デル・フルーフト

102 色の事典

103 「なるほど！」とわかるマンガはじめての心理学

104 「なるほど！」とわかるマンガはじめての他人の心理学

105 「なるほど！」とわかるマンガはじめての自分の心理学

106 なぜ、スーツは２着目半額のほうがお店は儲かるのか？ 千賀　秀信

107 入社３年目までに身につけておかないとヤバい社会人のルール 安澤　輝香

108 スープを売りたければ、パンを売れ 山田　まさる

109 青春ロボット 藤井　太洋

110 １００円グッズでおしゃれ収納インテリア

111 大人の経済学常識 トキオ・ナレッジ

112 使える！色彩学 ビジネスカラー研究会

113 イラストでよくわかるおとなの作法 ミニマル

114 プロが教える心理学のすべてがわかる本

115 マンガでやさしくわかるアサーション 平木　典子

116 季節をむすぶかわいい水引 森田　江里子

117 かわいい雑貨とアンティークの生地 宇野　佳奈子

118 空の中 有川　浩

119 塩の街 有川　浩

120 デザイン＆レイアウトの見本帳 オブスキュアインク



書名 著者名

121 女子タイポ。 ＭｄＮ　Ｄｅｓｉｇｎ

122 会社では教えてくれない仕事のルール ピエブックス

123 東京で勝てるブランドのつくりかた 池上　彰

124 片付けたくなる部屋づくり 本多　さおり

125 片付けたくなる部屋づくり　２ 本多　さおり

126 スチールラックのすごい収納 Ｅｍｉ

127 散らかし屋さんが片づけたくなる部屋のつくり方 金内　朋子

128 池上彰の就職読本 岸　永三

129 新しい時代のブランドロゴのデザイン イレーネ・ヴァン・ネス

130 失われた時のカフェで パトリック・モディアノ

131 わたしに会うまでの１６００キロ シェリル・ストレイド

132 さびしい宝石 パトリック・モディアノ

133 八月の日曜日 知的生活追跡班

134 会社の教科書 ｍａｔｓｕ

135 人は感情でモノを買う 伊勢　隆一郎

136 高校生からのマルクス漫画講座 コリンヌ・マイエール

137 人にも時代にも振りまわされない－働く女の仕事のル－ル 長井　亮

138 サヨナラの代わりに ミシェル・ウィルジェン

139 世界中の青空をあつめて 東山　彰良

140 新お菓子３６５日 - 初めてでも簡単に作れる３５４品 町野仁英



書名 著者名

141 確率捜査官　御子柴岳人―密室のゲーム 神永学

142 ５０円１００円で作れる！！簡単おやつ増補決定版６００品 かっこいいぞ！職人本制作委員会

143 ホーローバットで作るうちのお菓子

144 地域の魅力を引き出す！リニューアルデザイン

145 かんたん！ラクチン！作りおきの野菜おかず２０５ 食のスタジオ

146 おにぎらず―失敗なしでかわいくパパッと！にぎらないおにぎり 山本　聖

147 かっこいいぞ!職人本

148 まっちんのおやつ―みんなが好きなにっぽんの甘味

149 一日がしあわせになる朝ごはん 小田 真規子

150 教養としての日本経済史 竹中　平蔵

151 ラブコメ今昔 有川　浩

152 きほんのラッピング便利帳 伊坂　幸太郎

153 掟上今日子の挑戦状 西尾　維新

154 首折り男のための協奏曲 伊坂　幸太郎

155 世界を破綻させた経済学者たち ジェフ・マドリック

156 死神の浮力 伊坂　幸太郎

157 浅子と旅する。

158 森は知っている 吉田　修一

159 図解まるわかりビジネスマナーの基本　オールカラー版 有川　真由美

160 この一冊でもう困らないマナーのツボ大事典 池上　彰



書名 著者名

161 大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法　改訂第２版 松本　茂

162 夢幻花 東野　圭吾

163 日本の配色 佐野　敬彦

164 美しい女性をつくる言葉のお作法 吉田　裕子

165 ロゴライフ有名ロゴ１００の変遷

166 マンガでやさしくわかるゲーム理論 川西　諭

167 やさしい配色の教科書 柘植　ヒロポン

168 廃墟に咲く花 パトリック・モディアノ
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