
ブックハンティング購入図書配架リスト（１０月）

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
思考のレッスン : 発想の原点はどこにあるの
か : 竹内薫対決茂木健一郎

竹内薫著 講談社 002||Ta 211003841

2
はじめてのWordの困った!今すぐ解決 (Prime
master:014)

ゲイザー著 秀和システム 007.63||Ha 211003788

3
新・明解C言語によるアルゴリズムとデータ
構造

柴田望洋, 辻亮
介著

ソフトバンククリ
エイティブ

007.64||Sh 211003815

4
KINECTセンサー画像処理プログラミング :
身体の動きがコントローラ : C++でKinectプロ
グラミング

谷尻豊寿著 カットシステム 007.642||Ta 211003816

5
日本はなぜ地球の裏側まで援助するのか
(朝日新書:083)

草野厚著 朝日新聞社 080||As||083 211003855

6
この世で大切なものってなんですか (朝日新
書:304)

酒井雄哉, 池上
彰著

朝日新聞出版 080||As||304 211003837

7
池上彰のお金の学校 : 知らないと損する (朝
日新書:317)

池上彰著 朝日新聞出版 080||As||317 211003838

8
スパイスなんでも小事典 : おいしくて体によ
い使い方 (ブルーバックス:B-1698)

日本香辛料研究
会編

講談社 080||Bu||1698 211003817

9
「人間通」の付き合い術 : 好印象に導くしぐさ
と話し方 (中公新書ラクレ:283)

樋口裕一著 中央公論新社 080||Ch||283 211003818

10
日本「優国」論 : 経済国家から文化健康国家
へ (中公新書ラクレ:379)

中原英臣著 中央公論新社 080||Ch||379 211003858

11
打たれ強くなるための読書術 (ちくま新
書:705)

東郷雄二著 筑摩書房 080||Ch||705 211003859

12
無料ビジネスの時代 : 消費不況に立ち向か
う価格戦略 (ちくま新書:924)

吉本佳生著 筑摩書房 080||Ch||924 211003840

13
精神医療に葬られた人びと : 潜入ルポ社会
的入院 (光文社新書:529)

織田淳太郎著 光文社 080||Ko||529 211003819

14
人は上司になるとバカになる (光文社新
書:533)

菊原智明著 光文社 080||Ko||533 211003856

15
「銅メダル英語」をめざせ! : 発想を変えれば
今すぐ話せる (光文社新書:538)

林則行著 光文社 080||Ko||538 211003857

1/7



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

16
「キャリアアップ」のバカヤロー : 自己啓発と
転職の“罠"にはまらないために (講談社+α
新書:559-1B)

常見陽平[著] 講談社 080||Ko||559-1B 211003820

17
教えるな! : できる子に育てる5つの極意
(NHK出版新書:351)

戸田忠雄著 NHK出版 080||Nh||351 211003872

18
ねじれ脳の行動経済学 (日経プレミアシリー
ズ:041)

古川雅一著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||041 211003835

19
日本人が知らない世界のすし (日経プレミア
シリーズ:088)

福江誠著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||088 211003834

20
言葉はなぜ通じないのか (PHP新書:473. 人
間学アカデミー:5)

小浜逸郎著 PHP研究所 080||Ph||473 211003854

21 ユーロ連鎖不況 (PHP新書:713) 中空麻奈著 PHP研究所 080||Ph||713 211003860

22
真面目なのに生きるのが辛い人 (PHP新
書:724)

加藤諦三 PHP研究所 080||Ph||724 211003861

23
うまく話せなくても生きていく方法 : 「口ベタ」
は悪くない (PHP新書:732)

梶原しげる著 PHP研究所 080||Ph||732 211003862

24
アメリカが畏怖した日本 : 真実の日米関係
史 (PHP新書:738)

渡部昇一著 PHP研究所 080||Ph||738 211003853

25
徳川将軍15代 : 264年の血脈と抗争 (小学
館101新書:120)

山本博文著 小学館 080||Sh||120 211003871

26
ごく平凡な記憶力の私が1年で全米記憶力
チャンピオンになれた理由(わけ)

ジョシュア・フォア
著/梶浦真美訳

エクスナレッジ 141.34||Fo 211003881

27
性格を科学する心理学のはなし : 血液型性
格判断に別れを告げよう

小塩真司著 新曜社 141.93||Os 211003825

28
カウンセリングと心理療法 : その微妙な関係
(こころの科学セレクション)

飯森眞喜雄, 宮
川香織編集

日本評論社 146.8||Ka 211003826

29
20代に知っておくべき失敗を成功に変える生
き方

古川裕倫著 プレジデント社 159.4||Fu 211003845

30 20代で伸びる人、沈む人 千田琢哉著 きこ書房 159.4||Se 211003807

31 心と脳に効く名言 : 言葉と測りあうために 茂木健一郎著 PHP研究所 159.8||Mo 211003883
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32
ブラック・スワンの箴言 : 合理的思考の罠を
嗤う392の言葉

ナシーム・ニコラ
ス・タレブ著/望
月衛訳

ダイヤモンド社 159.8||Ta 211003848

33
リーダーになる人に知っておいてほしいこと
2

松下幸之助述/
松下政経塾編

PHP研究所 159||Ma||2 211003798

34
最高の自分の見つけ方 : 本当にやりたいこ
とがわかるワークブック (しごとハンドブッ
ク:#10)

中島孝志著 マガジンハウス 159||Na 211003793

35
これからのリーダーに知っておいてほしいこ
と : 松下幸之助創業者に学び実践したこと
から

中村邦夫述/松
下政経塾, PHP
研究所共編

PHP研究所 159||Na 211003797

36 なでしこジャパン壁をこえる奇跡の言葉128
江橋よしのり,馬
見新拓郎編

二見書房 159||Na 211003802

37
「大学時代」自分のために絶対やっておきた
いこと

千田琢哉著 三笠書房 159||Se 211003796

38
この悲惨な世の中でくじけないために20代で
大切にしたい80のこと : あとで絶対後悔しな
いために

千田琢哉著 あさ出版 159||Se 211003877

39
忘れてしまった高校の世界史を復習する本
カラー版

祝田秀全著 中経出版 209||Iw 211003852

40
忘れてしまった高校の日本史を復習する本
カラー版

瀧音能之著 中経出版 210.1||Ta 211003851

41
労働者の味方マルクス : 歴史に最も影響を
与えた男マルクス (For beginners シリー
ズ:107. 日本オリジナル版)

橋爪大三郎文/
ふなびきかずこイ
ラスト

現代書館 309.3||Ha 211003782

42
東大生が書いた!経済ニュースが140字で
スッキリわかる本

東京大学投資ク
ラブAgents著

中経出版 330.4||To 211003810

43
[図解]池上彰の経済のニュースが面白いほ
どわかる本 (中経の文庫:[い-17-1])

池上彰著 中経出版 332.107||Ik 211003806

44
どんな時代も乗り越える「失敗力」の生かし
方

田中健彦著 青春出版社 336.4||Ta 211003829

45
メンタルケア専門ナースが教える「相手の心
を開く」ビジネスコミュニケーション術

日本精神科看護
技術協会監修

リットーミュー
ジック

336.49||Me 211003876

46 女女格差 橘木俊詔著 東洋経済新報社 367.21||Ta 211003831

47 「想定外」を想定せよ! : 失敗学からの提言 畑村洋太郎著 NHK出版 369.3||Ha 211003808
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48
子どもの貧困 : 子ども時代のしあわせ平等
のために

浅井春夫, 松本
伊智朗, 湯澤直
美編

明石書店 369.4||Ko 211003822

49 生きることと自己肯定感 高垣忠一郎著 新日本出版社 371.42||Ta 211003821

50
子どものこころ : 教室や子育てに役立つカウ
ンセリングの考え方

原田眞理著 ナカニシヤ出版 371.43||Ha 211003823

51
子どもは育てられて育つ : 関係発達の世代
間循環を考える

鯨岡峻著
慶應義塾大学出
版会

376.11||Ku 211003833

52 大学の実力 2012
読売新聞教育取
材班著

中央公論新社 377.1||Da||'12 211003783

53 院ナビ!生命系「逆引き」研究室案内
東京図書編集部
編

東京図書 377.21||In 211003786

54
2社で迷ったらぜひ、5社落ちたら絶対読むべ
き就活本 : 受ける「順序」を変えるだけで内
定率アップ!

海老原嗣生著 プレジデント社 377.9||Eb 211003795

55 池上彰の就職読本 : 就職難もまたチャンス 池上彰著 オクムラ書店 377.9||Ik 211003794

56 宮台教授の就活原論 宮台真司著 太田出版 377.9||Mi 211003879

57
就職力 : 就活は一日二〇〇ページの読書か
ら始めなさい!

齋藤孝著 毎日新聞社 377.9||Sa 211003880

58 何のために勉強するのか (ロング新書)
吉野敬介著 , 安
河内哲也著

KKロングセラー
ズ

379.7||Yo 211003873

59
サイエンス・ファクション : 疑り深い科学者の
ための宇宙旅行入門

ヘーラルト・ト
ホーフト [著]/二
宮正夫, 二宮彰
訳

岩波書店 404||Ho 211003780

60
ハーバードでも通用した研究者の英語術 :
ひとりで学べる英文ライティング・スキル

島岡要, Joseph
A. Moore著

羊土社 407||Sh 211003792

61
バイオ研究で絶対役立つプレゼンテーション
の基本

大隅典子著 羊土社 460.7||Os 211003790

62
よくわかる生命科学 : 人間をとりまく生命の
連鎖 新版 (新生物学ライブラリ:2)

石浦章一著 サイエンス社 460||Is 211003787

63 わかる!身につく!生物・生化学・分子生物学 田村隆明著 南山堂 460||Ta 211003789
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64
なぜシロクマは南極にいないのか : 生命進
化と大陸移動説をつなぐ

デニス・マッカー
シー著/仁木めぐ
み訳

化学同人 462||Mc 211003828

65
PowerPointのやさしい使い方から学会発表
まで : アニメーションや動画も活かした効果
的なプレゼンのコツ 改訂第2版

谷口武利編集 羊土社 490.7||Po 211003791

66
ノックアウトマウスの一生 : 実験マウスは医
学に何をもたらしたか (知りたいサイエン
ス:086)

八神健一著 技術評論社 490.769||Ya 211003799

67
東洋の知で心脳問題は解けるか : 量では駄
目である

大谷悟〔著〕 海鳴社 491.371||Ot 211003875

68
免疫学がわかる : しくみやはたらきがしっか
り理解できる!マンガとイラストでわかる免疫
学 (ファーストブック)

夏緑文/真右衛
門画

技術評論社 491.8||Na 211003801

69
依存症 : ほどよい依存のすすめ (ライブラリ
こころの危機Q&A:3)

伊藤洸著 サイエンス社 493.74||It 211003827

70
ここまで進んだ次世代医薬品 : ちょっと未来
の薬の科学 (知りたいサイエンス:097)

中西貴之著 技術評論社 499.1||Na 211003800

71 空間練習帳 (建築文化シナジー)
小嶋一浩[ほか]
編著

彰国社 520||Ku 211003849

72
摩擦との闘い : 家電の中の厳しき世界 (新コ
ロナシリーズ:57)

日本トライボロ
ジー学会編

コロナ社 531.8||Ma 211003781

73 14歳からの原発問題 (14歳の世渡り術) 雨宮処凛著 河出書房新社 543.5||Am 211003809

74 道の駅/地域産業振興と交流の拠点
関満博, 酒本宏
編

新評論 601.1||Mi 211003843

75
ディズニー・ワールドで私が学んだ10のルー
ル : お客様もあなたも笑顔になる

デニス・スノー著/
柴田さとみ訳

実務教育出版 689.5||Sn 211003846

76 郵便と切手の社会史 : ペニー・ブラック物語 星名定雄著 法政大学出版局 693.2||Ho 211003850

77
なでしこジャパンはなぜ世界一になれたの
か?

平田竹男著 ポプラ社 783.47||Hi 211003805

78
ゲームシナリオの書き方 : 基礎から学ぶキャ
ラクター・構成・テキストの秘訣

佐々木智広著
ソフトバンククリ
エイティブ

798.5||Sa 211003814

79
大学編入・大学院入試合格!論文の書き方
第2版

中央ゼミナール
編

東京図書 816.5||Da 211003785
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80 伝わる!文章力が身につく本 小笠原信之著 高橋書店 816||Og 211003784

81
珠玉の中国語エッセイで学ぶ長文読解の
“秘訣" : 中級から上級への橋渡し

毛丹青テキスト/
佐藤晴彦解説

アルク 827.5||Sa 211003812

82
なるほど中国語会話 : しゃべらなくても通じ
る

郭明輝, 森友佳
共著

国際語学社 827.8||Ka 211003813

83
3・11大震災・福島原発を海外メディアはどう
報じたか (The Japan Timesニュースダイジェ
スト:臨時増刊号 2011.8)

エリック・ジョンス
トン著/[小川貴
宏訳]

ジャパンタイム
ズ

830.5||Ja 211003811

84
TOEICテスト300点から800点になる学習法 :
New Version対応 : 英語難民を必ず救う本

鹿野晴夫著 中経出版 830.7||Ka 211003863

85
新TOEICテスト「直前」模試3回分 : ヒルキ流
「直前の技術」で解く600問

ロバート・ヒルキ,
ポール・ワーデン,
ヒロ前田共著

アルク 830.79||Hi 211003866

86 TOEICテストこれだけ直前1カ月600点クリア 鹿野晴夫著 研究社 830.79||Ka 211003865

87
新TOEIC TEST英文法出るとこだけ! : 直前5
日間で100点差がつく27の鉄則

小石裕子著 アルク 830.79||Ko 211003869

88
新TOEICテスト620点攻略本 改訂版 (新
TOEICテストスコア別攻略本シリーズ:2)

[パク・ドゥグ著] [旺文社] 830.79||Pa 211003867

89 TOEIC Test5日間でカンをつかむ!
吉田佳代 [ほか]
著

三修社 830.79||To 211003868

90 新TOEICテストはじめてでも600点が取れる!
山根和明, アラ
ン・クリスト著

成美堂出版 830.79||Ya 211003870

91 壁にぶつかったら僕は漱石を読む 齋藤孝著 ロングセラーズ 910.268||Sa 211003836

92 金米糖の降るところ 江國香織著 小学館 913.6||Ek 211003832

93 はやく名探偵になりたい 東川篤哉著 光文社 913.6||Hi 211003842

94
恥知らずのパープルヘイズ : ジョジョの奇妙
な冒険より

上遠野浩平著/
荒木飛呂彦原作

集英社 913.6||Ka 211003864

95 メロディ・フェア 宮下奈都著 ポプラ社 913.6||Mi 211003844
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96 境遇 湊かなえ著 双葉社 913.6||Mi 211003884

97 口遊み 第１章 椿ハナ著 主婦の友社 913.6||Ts||1 211003830

98 口遊み 第2章 椿ハナ著 主婦の友社 913.6||Ts||2 211003824

99 東大夢教授 遠藤秀紀著 リトルモア 914.6||En 211003878

100 悲しみの効用 五木寛之著 祥伝社 914.6||It 211003874

101 植物になって人間をながめてみると 緑ゆうこ著 紀伊國屋書店 914.6||Mi 211003847

102 人生の収穫 曾野綾子著 河出書房新社 914.6||So 211003839

103 なでしこ力 : さあ、一緒に世界一になろう! 佐々木則夫著 講談社 916||Sa 211003803

104 ほまれ : なでしこジャパン・エースのあゆみ 澤穂希著 河出書房新社 916||Sa 211003804

105 思考プロセス (ザ・ゴール:2)

エリヤフ・ゴール
ドラット著/三本
木亮訳/稲垣公
夫解説

ダイヤモンド社 933.7||Go||2 211003882
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