
平成28年度（第2回）学生選書ツアー選定図書リスト

No. 書名 著者名 出版者 請求記号

1
ハーバード数学科のデータサイエンティストが明か
すビッグデータの残酷な現実 : ネットの密かな行動
から、私たちの何がわかってしまったのか?

クリスチャン・ラダー著/
矢羽野薫訳

ダイヤモンド社 007.3/R 82/1

2 自分を操る超集中力 DaiGo著 かんき出版 141.5/D 17/1
3 「なるほど!」とわかるマンガはじめての嘘の心理学 西東社 141.6/N 53/1
4 1分間アドラー : 人間関係の悩みをゼロにする77の 桑原晃弥著 SBクリエイティブ 146.1/Ku95/1

5
認知行動療法と精神分析が出会ったら : こころの臨
床達人対談

藤山直樹, 伊藤絵美著 岩崎学術出版社 146.8/F 56/1

6
夢占いキーワード事典 : あなたの過去・現在・未来
を知る : 決定版

マリィ・プリマヴェラ著 永岡書店 148.9/Ma51/1

7 The words : 世界123賢人が英語で贈るメッセージ 弓狩匡純著 朝日新聞出版 159.8/Y 96/1
8 九州・沖縄道の駅徹底オールガイド ほり編集事務所著 メイツ出版 291.9/Ky 9/17
9 最新最強のWebテストクリア問題集 '18年版 成美堂出版 307.8/Sa17/5-

10 「1日10分」から始めるSPI基本問題集 ['18年版] 柳本新二著 大和書房 307.8/Y 52/9-
11 習近平の中国 (新潮新書:619) 宮本雄二著 新潮社 312.22/Mi77/1
12 世界でもっとも貧しい大統領ホセ・ムヒカの言葉 佐藤美由紀著 双葉社 312.64/Sa85/1
13 世界経済大乱 (日経プレミアシリーズ:303) 滝田洋一著 日本経済新聞出版 333.6/Ta71/1

14
経済学・経済政策 2017年版 (TBC中小企業診断士
試験シリーズ. 速修テキスト:1)

多畑滿朗 [ほか] 編著 早稲田出版 335.35/So32/1-

15 海外日系企業の人材形成とCSR 服部治著 同文舘出版 335.5/H 44/3

16 国際人的資源管理 (ベーシック+. Basic plus)
関口倫紀, 竹内規彦, 井
口知栄編著

中央経済社/中央
経済グループパブ
リッシング (発売)

336.4/Ko51/3

17
これからの人材マネジメント : 人材の確保・育成・活
用・評価・処遇のあり方

竹内裕著 中央経済社 336.4/Ta67/5

18
過去問題集日商簿記1級 : 合格のための総仕上げ
2016年度受験対策用 (大原の簿記シリーズ)

大原簿記学校著 大原出版 336.91/Ka27/1-

19 日商簿記3級光速マスターNEO 第3版 問題集
東京リーガルマインド
LEC総合研究所日商簿
記試験部著

東京リーガルマイン
ド

336.91/N 79/74-2

20
みんなが欲しかった!FPの教科書2級AFP '16-'17年
版

滝澤ななみ著
TAC株式会社出版
事業部

338.18/Ta71/1-

21
みんなが欲しかった!FPの問題集2級AFP '16-'17年
版

滝澤ななみ著
TAC株式会社出版
事業部

338.18/Ta71/3-

22 金融機関マネジメント : バンカーのための経営戦略 川本裕子著 東洋経済新報社 338.5/Ka95/1
23 「承認」の哲学 : 他者に認められるとはどういうこと 藤野寛著 青土社 361.1/F 64/1

24
中高生からのライフ&セックスサバイバルガイド (ここ
ろの科学増刊:2016)

松本俊彦, 岩室紳也, 古
川潤哉編

日本評論社 367.6/C 64/1

25
虐待された少年とともに : 出会って5年・教師がみつ
けたこと

平田治著 一茎書房 367.6/H 68/1

26
性的虐待を受けた少年たち : ボーイズ・クリニックの
治療記録

アンデシュ・ニューマン,
ベリエ・スヴェンソン
[著]/太田美幸訳

新評論 367.6/N 11/2

27 最下層女子校生 : 無関心社会の罪 (小学館新 橘ジュン著 小学館 367.68/Ta13/1
28 15歳までの必修科目 : 非行臨床と学校教育の現場 高木清著 海鳥社 371.42/Ta29/3

29
中学・高校数学 [2017年度] (オープンセサミシリー
ズ. 教員採用試験ステップアップ問題集:4)

東京アカデミー編
ティーエーネット
ワーク/七賢出版

373.7/Ky 4/29-

30
特別支援教育 [2017年度] (オープンセサミシリーズ:
教員採用試験ステップアップ問題集||キョウイン サイ
ヨウ シケン ステップ アップ モンダイシュウ:12)

東京アカデミー編著
ティーエーネット
ワーク/七賢出版
(発売)

373.7/Ky 4/29-

31
試験に出る重要教育答申 [2018年度版] (教員採用
試験攻略Supportシリーズ:1)

時事通信出版局編
時事通信出版局/
時事通信社 (発売)

373.7/Ky 4/36-

32
勇気づけの教室をつくる!アドラー心理学入門 (心理
学de学級経営)

佐藤丈著 明治図書出版 374.12/Sa85/1

33 教師に必要な3つのこと 野口芳宏著 学陽書房 374.3/N 93/1

34
なぜ、あの先生は誰からも許されるのか? : 同僚・上
司、子ども・保護者と上手につき合う

吉田和夫著 東洋館出版社 374.3/Y 86/2

35 9割の先生が知らない!すごい話し方50のルール 栗田正行著 学陽書房 375.1/Ku61/1
36 その場面、うまい教師はこう叱る! 中嶋郁雄著 学陽書房 375.1/N 31/2

37
ボカロで覚える中学歴史 (ミュージック・スタディ・プ
ロジェクト)

学研プラス編著 [学研プラス] 375.323/B 63/1

38
「問題解決学習」と心理学的「体験学習」による新し
い道徳授業 : エンカウンター、モラルスキル、問題
解決学習など「理論のある面白い道徳授業」の提案

諸富祥彦著 図書文化社 375.35/Mo75/1

39 算数・数学科教育 (教科教育学シリーズ:03) 藤井斉亮編著 一藝社 375.41/Sa61/8
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40
ボカロで覚える中学理科 (ミュージック・スタディ・プ
ロジェクト)

学研プラス編著 [学研プラス] 375.423/B 63/1

41 アクティブラーニング (シリーズ大学の教授法:3) 中井俊樹編著 玉川大学出版部 377.15/Sh88/2-3
42 大学院必勝マニュアル 改訂新版 オクムラ書店編集部編 オクムラ書店 377.21/D 16/10

43
日本留学試験対策問題集総合科目 (長沼式合格確
実シリーズ)

長沼スクール東京日本
語学校編/塚原佑紀著

講談社 377.6/N 13/1-

44
エントリーシート完全突破塾 [2018年度版] (内定獲
得のメソッド)

岡茂信著
毎日コミュニケー
ションズ

377.9/O 36/3-

45 最新最強のエントリーシート自己PR・志望動機 '18 成美堂出版編集部編 成美堂出版 377.9/Sa17/2-

46
内定者はこう話した!面接・自己PR・志望動機 : 完全
版 [2018年度版]

坂本直文著 高橋書店 377.9/Sa32/7-

47 史上最強自己分析驚異の超実践法 [2018最新版] 採用情報研究会著 ナツメ社 377.9/Sh15/4-
48 31歳からのほぼ0円留学 : まだ間に合う「学び直し」! 山本知美著 ビジネス社 377.9/Y 31/3

49
私はかんもくガール : しゃべりたいのにしゃべれない
場面緘黙症のなんかおかしな日常

らせんゆむ著/かんもく
ネット解説

合同出版 378/R 11/1

50
勉強の技術 : すべての努力を成果に変える科学的
学習の極意 (サイエンス・アイ新書:SIS-342)

児玉光雄著 SBクリエイティブ 379.7/Ko18/1

51 勉強しない子には「1冊の手帳」を与えよう! 石田勝紀 [著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

379.9/I 72/1

52
やる気0 (ゼロ) の子どもが「全国1位」になった上手
なほめ方・叱り方

西角けい子著 PHP研究所 379.9/N 83/1

53 「メシが食える大人」に育つ子どもの習慣 高濱正伸著 KADOKAWA 379.9/Ta31/2

54
アシュリーの戦争 : 米軍特殊部隊を最前線で支え
た、知られざる「女性部隊」の記録

ゲイル・スマク・レモン著
/新田享子訳

KADOKAWA 396.253/T 11/1

55 こども孫子の兵法 : 強くしなやかなこころを育てる! 日本図書センター 399.23/Ko16/1
56 おもしろいほど数学センスが身につく本 橋本道雄著 講談社 410/H 38/1

57
やさしく理解する大人のための中学・高校数学 : こ
の一冊で数学ができる社会人になる

飯野牧夫, 川崎宏一著 誠文堂新光社 410/I 26/2

58 人生がラクになる数学のお話43 柳谷晃著 文芸社 410/Y 52/3
59 最短合格!普通免許テキスト&問題集 : 赤シート対応 長信一著 成美堂出版 537.8079/C 52/1
60 完全合格!普通免許2000問実戦問題集 : 赤シート対 長信一著 成美堂出版 537.8079/C 52/2

61
美姿勢筋トリートメント : 「美容」と「姿勢改善」のトー
タルケア

小野浩二, 佐々木圭共
著

BABジャパン 595/O 67/1

62
いくつになっても綺麗でいられる人の究極の方法 :
アクティブエイジングのすすめ

カツア・ワタナベ著 青春出版社 595/W 46/1

63
必要なのはコスメではなくテクニック : 周囲がざわつ
く自分になる

長井かおり著 ダイヤモンド社 595.5/N 14/1

64
小林カツ代料理の辞典 : おいしい家庭料理のつくり
方2448レシピ

小林カツ代著 朝日出版社 596/Ko12/5

65 What is 和食 WASHOKU? : 英文対訳付 こどもくらぶ編 ミネルヴァ書房 596.21/W 65/1

66
アボカド人気専門店のアボカドスーパーレシピ100
(タツミムック)

辰巳出版 596.3/A 14/1

67 Everydayアボカド! アボフレール著 宝島社 596.3/E 89/1
68 クックパッド最強鶏むね肉レシピ (主婦の友生活シ 主婦の友社 596.33/Ku27/1
69 肉めし 重信初江著 主婦と生活社 596.33/Sh29/1

70 ビール事典 (贅沢時間)
学研パブリッシング
/学研マーケティン
グ (発売)

596.7/B 46/1

71 日本茶の基本 枻出版社 596.7/N 77/1
72 無農薬で庭づくり : オーガニック・ガーデン・ハンド 曳地トシ, 曳地義治著 築地書館 629.75/H 57/2

73
ビジネス会話トレーニング : ビジネス日本語の知識
とコミュニケーション力を身につける! (日本企業への

岩澤みどり, 寺田則子
共著/朱鵬霄訳

アスク 670.91/I 96/1

74 「アウェイ」で攻める!中国市場向け通信販売のノウ WIPジャパン株式会社 中央経済社 673.36/A 97/1

75
中国人にネットで売る! : 2つの"ネット"の正しい使い
方、つくり方 : インターネット 人のネットワーク

徐向東著 東洋経済新報社 673.36/Sh95/1

76 差異としてのマーケティング 増補改訂版 片山富弘著 五絃舎 675/Ka84/7

77
マーケティング・ビジネス実務検定 : ベーシック版テ
キスト 第6版

国際実務マーケティン
グ協会編

税務経理協会 675/Ma33/31

78
貿易実務ハンドブック : アドバンスト版 : 「貿易実務
検定」準A級・B級オフィシャルテキスト 第4版

日本貿易実務検定協会
編

日本能率協会マネ
ジメントセンター

678.4/B 62/5

79
貿易実務英語の基礎 : 貿易実務検定C級試験対策
: 使える例文満載 改訂版

日本貿易実務検定協会
編

日本能率協会マネ
ジメントセンター

678.4/B 62/6

80
貿易実務検定オフィシャルテキスト「貿易実務英語
科目」 新版

日本貿易実務検定協会
編

三修社 678.4/B 62/7

81 実践貿易実務 第12版 石川雅啓編著
日本貿易振興機構
(ジェトロ)

678.4/J 54/1
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82
国内旅行業務取扱管理者テキスト&問題集 : この1
冊で決める!! (Shinsei license manual)

新星出版社 689.6/Ko45/17

83
旅行業務取扱管理者試験 : 国内 : テーマ別問題集
: 試験に直結する演習問題200題 2016 (旅行管理者
シリーズ:2)

旅行管理者試験受験対
策研究室編集

エフィカス/新日本
教育図書 (発売)

689.6/R 97/16-

84
海外旅行実務 2016年対策 (旅行業務取扱管理者
試験 : 一発合格!テキスト:4)

資格の大原旅行業務取
扱管理者講座著

大原出版 689.6/R 97/25-

85
観光地理 (国内・海外) 2016年受験対策 (旅行業務
取扱管理者試験 : 一発合格!テキスト:1)

資格の大原旅行業務取
扱管理者講座著

大原出版 689.6/R 97/25-

86
旅行業法・約款 2016年受験対策 (旅行業務取扱管
理者試験 : 一発合格!テキスト:2)

資格の大原旅行業務取
扱管理者講座著

大原出版 689.6/R 97/25-

87
国内旅行実務 2016年受験対策 (旅行業務取扱管
理者試験 : 一発合格!テキスト:3)

資格の大原旅行業務取
扱管理者講座著

大原出版 689.6/R 97/25-

88
U-CANの旅行業務取扱管理者過去問題集 : 国内
2016年版

ユーキャン旅行業務取
扱管理者試験研究会編

ユーキャン学び出
版/自由国民社 (発

689.6/U 11/5-

89 通信業界の裏側が分かる 2016
日経コミュニケーション
編

日経BP社/日経BP
マーケティング (発

694.21/Ts91/1-

90 金魚ノ歌 深堀隆介著 河出書房新社 723.1/F 71/2
91 普段着 藤代冥砂撮影 幻冬舎 748/F 66/3
92 1時間遅れのI love you 主婦と生活社 748/I 13/5

93 美麗廃墟 : 美しく幻想的な廃墟たち
Jordy Meow撮影/MdN
編集部編

エムディエヌコーポ
レーション/インプレ
ス (発売)

748/Me57/1

94 恋かもしれない : 高山一実写真集 佐藤裕之撮影 学研プラス 748/Sa85/13

95
デュオでも!トリオでも!楽しくアンサンブルベスト・セレ
クション : クラリネット

島津秀雄編曲/ヤマハ
ミュージックメディア編著

ヤマハミュージック
メディア

763.73/D 93/1

96
クラリネットアンサンブル曲集 : デュオからクインテッ
トまで : コンサート・コンテストにも使える

山口景子編 ドレミ楽譜 763.73/Ku51/1

97 乃木坂46物語 篠本634著 集英社 767.8/Sh65/1

98
乃木坂46という「希望」 : 彼女たちの表現世界が語
る"もうひとつの声"

土坂義樹著
幻冬舎メディアコン
サルティング/幻冬
舎 (発売)

767.8/Ts25/1

99 英語で聴く世界を変えた感動の名スピーチ 改訂版
平野次郎解説執筆/鈴
木健士訳

KADOKAWA 809.4/E 37/1

100
日本語能力試験対策N1漢字・語彙 : 45日間で確か
な実力!

遠藤由美子, 遠藤ゆう
子著

三修社 810.7/E 59/2

101
上級へのとびら : コンテンツとマルチメディアで学ぶ
日本語

岡まゆみ構成・執筆/近
藤純子 [ほか] 執筆

くろしお出版 810.7/J 67/2-

102 レベルアップ日本語文法 中級 許明子, 宮崎恵子著 くろしお出版 810.7/Ky 1/2-
103 新にほんご500問 : 文字・語い・文法まとめドリル N2 松本紀子, 佐々木仁子 アスク出版 810.7/Ma81/5-
104 初級日本語げんき 第2版 [テキスト] 2 坂野永理 [ほか著] The Japan Times 810.7/Sh95/2-

105
一瞬で心をつかむ文章術 (Asuka business &
language books)

石田章洋著 明日香出版社 816/I 72/1

106 大学院入試小論文の書き方 佐々木昭則著 法学書院 816.5/Sa75/2

107
韓国 : 韓国語+日本語英語 改訂3版 (絵を見て話せ
るタビトモ会話:アジア:1)

大田垣晴子画文/小野
寺光子, 霧生さなえイラ

JTBパブリッシング 829.178/O 81/1

108 キクタンTOEIC Test Score 990 改訂版 一杉武史編著 アルク 830.79/Ki23/1

109 くまモン!これ英語でなんていうと?英和・和英じてん 学研辞典編集部編
学研教育出版/学
研マーケティング

833.3/Ku34/1

110
イメージと語源でよくわかる似ている英単語使い分
けBook (Beret books)

清水建二, すずきひろし
共著

ベレ出版 834/Sh49/2

111 英語で話す力。 : 141のサンプル・スピーチで鍛える!
長尾和夫, アンディ・
バーガー著

三修社 837.8/N 17/1

112 ドイツ語が面白いほど身につく本 : カラー版 中野久夫著 KADOKAWA 840/N 39/2
113 独検過去問題集 2016年版: 5級・4級・3級 ドイツ語学文学振興会 郁文堂 840.7/D 81/6-
114 NHK出版これならわかるドイツ語文法 : 入門から上 鷲巣由美子著 NHK出版 845/W 43/1

115 ビールを楽しむドイツ語
Jan Hillesheim著/金子
みゆき訳

三修社 847/H 58/1

116 ドイツ語で楽しむ日本昔ばなし
小山田裕子ドイツ語訳・
解説

IBCパブリッシング 847.7/D 83/1

117
日本人が知りたいドイツ人の当たり前 : ドイツ語リー
ディング

鎌田タベア, 柳原伸洋著 三修社 847.7/Ka31/1

118 3パターンで決める日常ドイツ語会話ネイティブ表現
Jan Hillesheim, 金子み
ゆき著

語研 847.8/H 58/1

119 コミュニケーションのための中級へのドイツ語 杉本モニカ, 本河裕子 三修社 847.8/Su38/1
120 きみまろ「夫婦川柳」傑作選 [1] 綾小路きみまろ編 小学館 911.467/Ki32/1-1
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121
奥様が笑う家には福来たる (きみまろ「夫婦川柳」傑
作選:2)

綾小路きみまろ編 小学館 911.467/Ki32/1-2

122 君を読む 蒼井ブルー著 河出書房新社 911.56/A 52/1

123 いのちより大切なもの 星野富弘著
いのちのことば社
フォレストブックス

911.56/H 92/5

124
ブタカン! : 池谷美咲の演劇部日誌 (新潮文
庫:10089, あ-80-1)

青柳碧人著 新潮社 913.6/A 57/3

125 スパイクス (幻冬舎文庫:あ-28-3. ランナー:2) あさのあつこ [著] 幻冬舎 913.6/A 87/20-2
126 レーン (幻冬舎文庫:あ-28-5. ランナー:3) あさのあつこ [著] 幻冬舎 913.6/A 87/20-3
127 花や今宵の 藤谷治著 講談社 913.6/F 67/8
128 My humanity (ハヤカワ文庫:JA1140) 長谷敏司著 早川書房 913.6/H 35/11
129 ブラックライダー 東山彰良著 新潮社 913.6/H 55/115
130 リライト (ハヤカワ文庫:JA1119, [JAホ11]) 法条遥著 早川書房 913.6/H 81/1
131 リビジョン (ハヤカワ文庫JA:JA1120, [JAホ12]) 法条遥著 早川書房 913.6/H 81/2
132 リアクト (ハヤカワ文庫JA:JA1154, [JAホ13]) 法条遥著 早川書房 913.6/H 81/3
133 リライブ (ハヤカワ文庫JA:JA1189, [JAホ14]) 法条遥著 早川書房 913.6/H 81/4
134 活版印刷三日月堂 : 星たちの栞 (ポプラ文庫:[ほ4- ほしおさなえ [著] ポプラ社 913.6/H 92/18
135 あいいろの夏、うそつきの秋 (静かの海:[1]) 筏田かつら著 宝島社 913.6/I 31/41-1

136
ピカ☆ンチ : life is hardだけどhappy (竹書房文庫:J
storm movie)

河原雅彦著 竹書房 913.6/Ka91/31

137 クララ殺し (創元クライム・クラブ) 小林泰三著 東京創元社 913.6/Ko12/14
138 しあわせのパン (ポプラ文庫:[み2-1]) 三島有紀子 [著] ポプラ社 913.6/Mi53/15
139 たまちゃんのおつかい便 森沢明夫著 実業之日本社 913.6/Mo63/2
140 ねこタクシー 上 (竹書房文庫:な1-1～な1-2) 永森裕二著 竹書房 913.6/N 15/2-1
141 ねこタクシー 下 (竹書房文庫:な1-1～な1-2) 永森裕二著 竹書房 913.6/N 15/2-2
142 乱反射 (朝日文庫:[ぬ1-1]) 貫井徳郎著 朝日新聞出版 913.6/N 99/9
143 謎好き乙女と奪われた青春 (新潮文庫:10184, せ- 瀬川コウ著 新潮社 913.6/Se16/2
144 おしまいのデート (集英社文庫:[せ6-1]) 瀬尾まいこ著 集英社 913.6/Se76/10
145 小説秒速5センチメートル (角川文庫:19610, [し57- 新海誠 [著] KADOKAWA 913.6/Sh64/6
146 小説言の葉の庭 (角川文庫:19609, [し57-2]) 新海誠 [著] KADOKAWA 913.6/Sh64/7
147 一瞬の雲の切れ間に 砂田麻美著 ポプラ社 913.6/Su72/1
148 にじゅうよんのひとみ 吉田恵里香著 キノブックス 913.6/Y 86/25

149 十年交差点 (新潮文庫:10611, は-38-1)
中田永一, 白河三兎, 岡
崎琢磨 [ほか] 著

新潮社 913.68/N 43/1

150 僕の隣で勝手に幸せになってください 蒼井ブルー著 KADOKAWA 914.6/A 52/1
151 Nakuna 蒼井ブルー著 KADOKAWA 914.6/A 52/2

152
君は本当のミルクレープを見たことがあるか (ダ・
ヴィンチブックス. なんだ礼央化 : ダ・ヴィンチ版:3)

土屋礼央著 メディアファクトリー 914.6/Ts32/8-3

153
どんぐり亭物語 : 子ども達への感謝と希望の日々
(バウンダリー叢書)

加藤久雄著|ドングリテ
イ モノガタリ : コドモ タ
チ エノ カンシャ ト キボ

海鳴社 916/Ka86/5

154 性犯罪被害とたたかうということ 小林美佳著 朝日新聞出版 916/Ko12/6
155 年収90万円で東京ハッピーライフ 大原扁理著 太田出版 916/O 27/1

156
女子高生になれなかった少年 : ある性同一性障害
者の青春時代

佐倉智美著 青弓社 916/Sa46/2

157 冲方丁のこち留 : こちら渋谷警察署留置場 冲方丁著
集英社インターナ
ショナル/集英社

916/U 13/2

158 ザ・ロード (ハヤカワepi文庫:60, [マ-1-4])
コーマック・マッカーシー
著/黒原敏行訳

早川書房 933.7/M 11/5

159
地上最後の刑事 (Hayakawa pocket mystery
books:1878)

ベン・H・ウィンタース著/
上野元美訳

早川書房 933.7/W 76/2

160
カウントダウン・シティ (Hayakawa pocket mystery
books:1889)

ベン・H・ウィンタース著/
上野元美訳

早川書房 933.7/W 76/3

161
世界の終わりの七日間 (Hayakawa pocket mystery
books:1902)

ベン・H・ウィンタース著/
上野元美訳

早川書房 933.7/W 76/4
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