
書　　名 編著者 出版者 請求記号

1
装丁デザインのアイデア! : 実例で学ぶ!!本の表紙のデザインテク

ニック

オブスキュアインク, ボーンデ

ジタル書籍編集部著
ボーンデジタル 022.57/O14

2 キキ&ララの『幸福論』 : 幸せになるための93ステップ 朝日文庫編集部編 朝日新聞出版 135.5/A82

3 悪用禁止!悪魔の心理学大全 齊藤勇監修 宝島社 140/Sa25

4 「なるほど!」とわかるマンガはじめての恋愛心理学 ゆうきゆう監修 西東社 141.62/Y97

5 マインド・コントロール 岡田尊司著 文藝春秋 145.4/O38

6 面白いほどよくわかる!臨床心理学 下山晴彦監修 西東社 146/Sh55

7 今日も明日も上機嫌。 : モタさんの"言葉"
斎藤茂太文 ; 松本春野

絵
講談社 159/Sa25

8 モタさんの“言葉"
斎藤茂太文 ; 松本春野

絵
講談社 159/Sa25/1

9 モタさんの“言葉"　2
斎藤茂太文 ; 松本春野

絵
講談社 159/Sa25/2

10 集中力の磨き方 植西聡著 泰文堂 159/U44

11 図解ギリシア神話 松村一男監修 西東社 164.31/Ma82

12 イスラムがわかる! 菊地達也監修 成美堂出版 167/Ki24

13 アラブ革命の衝撃 : 世界でいま何が起きているのか 臼杵陽著 青土社 312.2/U25

14 FBI元心理分析官が教える危険な人物の見分け方
メアリー・エレン・オトゥール,

アリサ・バウマン著
学研パブリッシング 326.34/O86

15 面白くてよくわかる!犯罪心理学 作田明著 アスペクト 326.34/Sa52

16 面白いほどよくわかる!犯罪心理学 内山絢子監修 西東社 326.34/U25

17 日経キーワード : 日経を読みこなす!　2015-2016 日経HR編集部編著 日経HR
332.1/N73/2015-

16

18 WHYから始めよ! : インスパイア型リーダーはここが違う
サイモン・シネック著 ; 栗木

さつき訳

日本経済新聞出

版社
336.3/Si8

19
日本の若者はなぜ希望を持てないのか : 日本と主要6カ国の国

際比較
鈴木賢志著 草思社 367.68/Su96

20 女子学生のための最強の就職面接　'17年度 成美堂出版編集部編 成美堂出版 377.9/Se17/2017

21 英国一家、日本を食べる
マイケル・ブース著 ; 寺西

のぶ子訳
亜紀書房 383.81/B64/1

22 英国一家、ますます日本を食べる
マイケル・ブース著 ; 寺西

のぶ子訳
亜紀書房 383.81/B64/2

2015年第2回学生選書ツアー　図書リスト

０．総記　（図書館、百科事典、ジャーナリズムなど）

１．哲学　（宗教、心理学関係、自己啓発関係など）

３．社会科学　（政治、法律、経済、社会、教育、風俗、民族など）
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23 京都の流儀 徳力龍之介著 木楽舎 384.9/To42

24 ウミウシ : 不思議ないきもの 今本淳写真・文 二見書房 484.6/I44

25 美しく不思議なウミウシ 今本淳写真・文 二見書房 484.6/I44

26 ベンツ : 消えた伝説のサル 緑慎也著 ポプラ社 489.95/Mi14

27
みのたけ製菓のアイスボックスクッキー : 切っても切ってもかわいい

絵柄 : 生地が冷凍できる天然色のやさしいおやつ
みのたけ製菓著 誠文堂新光社 596.65/Mi46

28
はじめてのシュガーアート : お砂糖でつくるかわいいお菓子のデコ

レーション
東京シュガーアート著 マガジンランド 596.65/To46

29 はじめて作る和菓子のいろは 宇佐美桂子, 高根幸子著 世界文化社 596.65/U92

30 かわいい和菓子 : 道具なしで始められる ユイミコ著 講談社 596.65/Y97

31 食べ方のマナーとコツ 伊藤美樹絵 学習研究社 596.8/I89

32
少しのコツで印象が変わる美しい食べ方 : いつもの食事も大事

な席もこの一冊で安心
枻出版社 596.8/Su54

33 地域の魅力を引き出す!リニューアルデザイン
パイインターナショナ

ル
674.3/P15

34 横山大観の世界 横山大観著 美術年鑑社 721.9/Y79

35 油絵明暗と技法 : 知っておきたい画材と手順 グラフィック社編 グラフィック社 724.3/G95

36 ブラックサッド : 黒猫探偵
フアン・ディアス・カナレス作

; フアンホ・ガルニド画
Euromanga 726.1/D71/1

37 ブラックサッド : 極北の国
フアン・ディアス・カナレス作

; フアンホ・ガルニド画
Euromanga 726.1/D71/2

38 ブラックサッド : 赤い魂
フアン・ディアス・カナレス作

; フアンホ・ガルニド画
Euromanga 726.1/D71/3

39 ブラックサッド : 地獄と沈黙
フアン・ディアス・カナレス作

; フアンホ・ガルニド画
Euromanga 726.1/D71/4

40 FIRE : さやか画集 さやか著 復刊ドットコム 726.5/Sa99

41
幻獣デザインのための動物解剖学 : 絶滅種・恐竜を含むあらゆ

る動物の骨格と筋肉

テリル・ウィットラッチ著 ; 大

久保ゆう訳
マール社 726.5/W68

42
世界に衝撃を与えたグラフィックデザイン : 100のアイデアでたどる

デザイン史

スティーブン・ヘラー, ヴェロ

ニク・ヴィエンヌ著
ボーンデジタル 727/H51

43 たのしいまきば 平林美紀著
パイインターナショナ

ル
748/H63

44 明星 川島小鳥著 ナナロク社 748/Ka97

６．産業　（農業、商業、運輸、通信事業など）

７．芸術・美術・音楽　（絵画、写真、映画、スポーツなど）

４．自然科学　（数学、化学、理学、天文学、生物科学、医学など）

５．技術・工学　（建築、公害、広告、生活科学など）
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45 アーツ・アンド・クラフツ運動
ジリアン・ネイラー [著] ;

川端康雄, 菅靖子共訳
みすず書房 750.233/N59

46
1日で完成!プラバンでつくるアクセサリー : 平らなものから立体的

なものまで72点

アップルミンツ(E&G

クリエイツ)
751.9/I16

47
レジンとプラバンでつくる愛しいアクセサリー : New Itemヴィト

ラーユ・フラワーサラダ
マガジンランド 751.9/R25

48 知っておきたい日本の名刀 杉浦良幸監修 ベストセラーズ 756.6/Su48

49 おさえておきたい!2015年ベストヒット　上半期編
安蒜佐知子[ほか]ピアノ編

曲

ヤマハミュージックメ

ディア
763.2/A46/2015

50 あらすじで読む名作狂言50選 小林責 [ほか] 執筆 世界文化社 773.9/Ko12

51
新訳風姿花伝 : 六百年の歳月を超えて伝えられる極上の芸術

論・人生論

世阿弥著 ; 観世清和編

訳
PHP研究所 773/Z2

52 DVDで体験!中国語実用会話入門 及川淳子, 張曄 [著] アスク出版 827.8/O32

53 中国語1カ月攻略法 十文字健著 彩流社 827/J94

54 英検準1級短期完成3回過去問集　2015-2016年対応 [旺文社]
830.79/O14/2015

-16

55 頑張らない英文法 西澤ロイ著 あさ出版 835/N87

56 英語がペラペラになりました 木内麗子著 KADOKAWA 837.8/Ki81/1

57 英語がペラペラになりました　2 木内麗子著 メディアファクトリー 837.8/Ki81/2

58 イタリア語のきほんドリル 菊池正和著 国際語学社 870/Ki24

59 烏に単は似合わない 阿部智里著 文藝春秋 913.6/A12/1

60 だれもが知ってる小さな国 有川浩著 ; 村上勉画 講談社 913.6/A71

61 (バチカン奇跡調査官 1)　黒の学院 藤木稟 [著] 角川書店 913.6/F59/1

62 小説土佐堀川 : 広岡浅子の生涯 古川智映子著 潮出版社 913.6/F93

63 明治・金色キタン 畠中恵著 朝日新聞出版 913.6/H41/2

64 バケモノの子 細田守 [著] KADOKAWA 913.6/H93

65 ハニービターハニー 加藤千恵著 集英社 913.6/Ka86

66 かにみそ 倉狩聡 [著] KADOKAWA 913.6/Ku51

67 小指物語 二宮敦人 [著] 幻冬舎 913.6/N76

８．語学　（日本語、英語、その他の諸言語など）

９．文学　（小説、エッセイ、ノンフィクションなど）
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68 ! (ビックリマーク)　1 二宮敦人[著] アルファポリス 913.6/N76/1

69 ! (ビックリマーク)　2 二宮敦人[著] アルファポリス 913.6/N76/2

70 ! (ビックリマーク)　3 二宮敦人[著] アルファポリス 913.6/N76/3

71 ! (ビックリマーク)　4 二宮敦人[著] アルファポリス 913.6/N76/4

72 郵便配達人花木瞳子が仰ぎ見る 二宮敦人著 TOブックス 913.6/N76/2

73 美少年探偵団 : きみだけに光かがやく暗黒星 西尾維新著 講談社 913.6/N87

74 (櫻子さんの足下には死体が埋まっている 2)　骨と石榴と夏休み 太田紫織 [著] 角川書店 913.6/O81/2

75 (櫻子さんの足下には死体が埋まっている 3)　雨と九月と君の嘘 太田紫織 [著] 角川書店 913.6/O81/3

76 ロッキン・ホース・バレリーナ 大槻ケンヂ [著] 角川書店 913.6/O89

77 縫製人間ヌイグルマー 大槻ケンヂ [著] 角川書店 913.6/O89

78 グミ・チョコレート・パイン　グミ編 大槻ケンヂ[著] 角川書店 913.6/O89/1

79 グミ・チョコレート・パイン　チョコ編 大槻ケンヂ[著] 角川書店 913.6/O89/2

80 グミ・チョコレート・パイン　パイン編 大槻ケンヂ[著] 角川書店 913.6/O89/3

81 リトルプリンス : 星の王子さまと私 酒井紀子編著 竹書房 913.6/Sa29

82 空しか、見えない 谷村志穂著 集英社 913.6/Ta88

83 きのうの影踏み 辻村深月著 KADOKAWA 913.6/Ts44

84 (シリーズ紙礫 1)　闇市 = Black market マイク・モラスキー編 皓星社 913.68/Sh88/1

85 (シリーズ紙礫 2)　街娼 = パンパン&オンリー マイク・モラスキー編 皓星社 913.68/Sh88/2

86 一席二聴落語で楽しむ古典文学 井口守著 大修館書店 913.7/I24

87 図書室で暮らしたい 辻村深月著 講談社 914.6/Ts44

88 紙の動物園
ケン・リュウ著 ; 古沢嘉通

編・訳
早川書房 933.7/L73

89 ナプキン・ノート : 父から娘へ、826枚の「お弁当メッセージ」
ガース・キャラハン著 ; 小林

玲子訳
辰巳出版 936/C13

90 窓から逃げた100歳老人
ヨナス・ヨナソン著 ; 柳瀬尚

紀訳
西村書店 949.83/J71


