2011年度貸出ランキング上位からセレクトして展示しています

学情センター２Ｆ企画展示

市大生はこんな
市大生はこんな本
はこんな本を読んでいる
配置場所

請求記号

4F新書版

007.3//TS34//5000

書名
Twitter社会論 : 新たなリアルタイム・ウェブの潮流 / 津田大介著. -- 洋泉社, 2009.11. -(新書y ; 227).

3F開架新体系 007.58//Y31//2960

ウィキペディアで何が起こっているのか : 変わり始めるソーシャルメディア信仰 / 山本まさき,
古田雄介著. -- オーム社, 2008.9.

3F開架新体系 007.64//O65//9616

独習Java / ジョゼフ・オニール著 ; トップスタジオ訳. -- 第4版. -- 翔泳社, 2008.5.

3F開架新体系 141.7//N59//6535
3F開架新体系 143//N76//0288
3F開架新体系 159//B35//8509
3F開架新体系 159//C89//6041

FBI捜査官が教える「しぐさ」の心理学 / ジョー・ナヴァロ, マーヴィン・カーリンズ著 ; 西田美
緒子訳. -- 河出書房新社, 2010.1.
青年期の人間関係 / 斎藤誠一編. -- 培風館, 1996.2. -- (人間関係の発達心理学 ; 4).
ハーバードの人生を変える授業 / タル・ベン・シャハー著 ; 成瀬まゆみ訳. -- 大和書房,
2010.11.
7つの習慣 : 成功には原則があった! / スティーブン・R・コヴィー著 ; ジェームス・スキナー,
川西茂訳. -- キング・ベアー出版, 1996.12.

20歳のときに知っておきたかったこと : スタンフォード大学集中講義 / ティナ・シーリグ著 ; 高
遠裕子訳. -- 阪急コミュニケーションズ, 2010.3.
210.1//TE37//9592 天皇と摂政・関白 / 佐々木恵介著. -- 講談社, 2011.2. -- (天皇の歴史 ; 03).
216.3//TS52//8675 歴史のなかの大坂 : 都市に生きた人たち / 塚田孝著. -- 岩波書店, 2002.9.
223//H47//3010
戦争の記憶を歩く : 東南アジアのいま / 早瀬晋三著. -- 岩波書店, 2007.3.
オランダ戦争とオレンジ公ウイリアム / 友清理士著. -- 研究社, 2004.7. -- (イギリス革命史 /
233.054//TO62//8740
友清理士著 ; 上).

3F開架新体系 159//SE15//1691
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系

大同盟戦争と名誉革命 / 友清理士著. -- 研究社, 2004.7. -- (イギリス革命史 / 友清理士
3F開架新体系 233.054//TO62//8741
著 ; 下).
3F開架新体系 234.071//F56//9332

カブラの冬 : 第一次世界大戦期ドイツの飢饉と民衆 / 藤原辰史著. -- 人文書院, 2011.1. - (レクチャー : 第一次世界大戦を考える).

4F新書版

302.53//TS94//0839

ルポ貧困大国アメリカ / 堤未果著. -- [1], 2. -- 岩波書店, 2008.1-. -- (岩波新書 ; 新赤版
1112, 1225).

4F新書版

302.53//TS94//6969

ルポ貧困大国アメリカ / 堤未果著. -- [1], 2. -- 岩波書店, 2008.1-. -- (岩波新書 ; 新赤版
1112, 1225).

5F企画展示LC 311.1//SA62//6707

ハーバード白熱教室講義録+東大特別授業 / マイケル・サンデル著 ; NHK「ハーバード白熱
教室」制作チーム, 小林正弥, 杉田晶子訳. -- 上, 下. -- 早川書房, 2010.10.

ハーバード白熱教室講義録+東大特別授業 / マイケル・サンデル著 ; NHK「ハーバード白熱
教室」制作チーム, 小林正弥, 杉田晶子訳. -- 上, 下. -- 早川書房, 2010.10.
4F開架新体系 319.3//KI35//1722 近代ヨーロッパ国際政治史 / 君塚直隆著. -- 有斐閣, 2010.10. -- (有斐閣コンパクト).
4F開架新体系 325.2//KO73//1383 基礎から学べる会社法 / 近藤光男 [ほか] 著. -- 第2版. -- 弘文堂, 2010.3.
これでいいのか少子化対策 : 政策過程からみる今後の課題 / 増田雅暢著. -- ミネルヴァ書
4F開架新体系 334.31//MA66//0953
房, 2008.2. -- (MINERVA福祉ライブラリー ; 97).
5F企画展示LC 311.1//SA62//6708

7F新体系

336//D92//0464

4F新書版

337.9//I97//0248

4F開架新体系 361.5//SA25//5074
4F新書版

366.21//J56//9697

マネジメント : 基本と原則 / P.F. ドラッカー著 ; 上田惇生編訳. -- エッセンシャル版. -- ダイ
ヤモンド社, 2001.12.
デフレと超円高 / 岩田規久男著. -- 講談社, 2011.2. -- (講談社現代新書 ; 2091).
キャラクター精神分析 : マンガ・文学・日本人 / 斎藤環著. -- 筑摩書房, 2011.3. -- (双書
Zero).
7割は課長にさえなれません : 終身雇用の幻想 / 城繁幸著. -- PHP研究所, 2010.1. -(PHP新書 ; 648).

4F開架新体系 366.29//Y39//9405

学歴と就労の比較教育社会学 / 山内乾史, 原清治編著. -- 学文社, 2010.3. -- (教育から
職業へのトランジション ; 2).

4F開架新体系 366.3//MO62//0888

就活とブラック企業 : 現代の若者の働きかた事情 / 森岡孝二編. -- 岩波書店, 2011.3. -(岩波ブックレット ; No.805).

7F新体系

366.38//TA62//2259

4F開架新体系 368.2//SA66//6191
4F新書版

368.2//Y96//9649

女性の働きかた / 武石恵美子編著. -- ミネルヴァ書房, 2009.6. -- (叢書・働くということ ; 第
7巻).
ビッグイシューの挑戦 / 佐野章二著. -- 講談社, 2010.6.
反貧困 : 「すべり台社会」からの脱出 / 湯浅誠著. -- 岩波書店, 2008.4. -- (岩波新書 ; 新
赤版 1124).
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配置場所
4F開架新体系
4F開架新体系
4F新書版
4F開架新体系
4F開架新体系
4F開架新体系

請求記号

書名
飲酒文化の社会的役割 : 様々な飲酒形態、規制が必要な状況、関係者の責任と協力 / ジェ
368.86//ST6//3487
リー・スティムソン [ほか] 著. -- アサヒビール.
369.2//A12//3341
生活保護の経済分析 / 阿部彩 [ほか] 著. -- 東京大学出版会, 2008.3.
災害ボランティアの心構え / 村井雅清著. -- ソフトバンククリエイティブ, 2011.6. -- (ソフトバ
369.31//MU41//3305
ンク新書 ; 163).
373.4//F62//3445
学校から見える子どもの貧困 / 藤本典裕, 制度研編. -- 大月書店, 2009.5.
375.8//MO64//5100 いま、国語にできること : 「生きる力」を考える / 森島久雄著. -- 玉川大学出版部, 2007.7.
小学校の英語教育 : 多元的言語文化の確立のために / 河原俊昭, 中村秩祥子編著 ; 東眞
375.893//KA92//0163
須美 [ほか著]. -- 明石書店, 2011.2.

4F開架新体系 375.893//Y19//5381
4F開架新体系 377.9//MI83//9469
3F開架新体系 411.3//MI38//9450
3F開架新体系 413.3//E29//4425
3F開架新体系 413.52//I78//3400
3F開架新体系 431.54//H36//5402

「英語が使える日本人」は育つのか? : 小学校英語から大学英語までを検証する / 山田雄一
郎, 大津由紀雄, 斎藤兆史著. -- 岩波書店, 2009.2. -- (岩波ブックレット ; no.748).
大学生の自己分析 : いまだ見えぬアイデンティティに突然気づくために / 宮下一博, 杉村和
美著. -- ナカニシヤ出版, 2008.4.
スッキリわかる線形代数 : 解法テクニックつき / 皆本晃弥著. -- 近代科学社, 2011.1.
弱点克服大学生の微積分 / 江川博康著. -- 東京図書, 2005.12.
すぐわかる複素解析 / 石村園子著. -- 東京図書, 2005.11.
光る分子の底力 : 発光体デザインの魅力 / 長谷川靖哉, 柳田祥三著. -- ケイ・ディー・ネオ
ブック.

基礎からわかる機器分析 / 加藤正直, 内山一美, 鈴木秋弘共著. -- 森北出版, 2010.3. -(物質工学入門シリーズ).
464//I32//6916
トコトンわかる図解基礎生化学 / 池田和正著. -- オーム社, 2006.10.
利己的な遺伝子 / リチャード・ドーキンス [著] ; 日高敏隆 [ほか] 訳. -- 増補新装版. -- 紀
467.2//D47//6261
伊國屋書店, 2006.5.
491.8//N42//1831
シンプル免疫学 / 中島泉, 高橋利忠, 吉開泰信共著. -- 改訂第3版. -- 南江堂, 2006.2.
518.8//MI34//8972 地域共生の都市計画 / 三村浩史著. -- 第2版. -- 学芸出版社, 2005.3.
プロが教える建築のすべてがわかる本 : つくり方からしくみまで. -- ナツメ社, 2010.4. -- (史
520//P97//2147
上最強カラー図解).
543.5//KO29//5771 原子力と共存できるか / 小出裕章,足立明著. -- かもがわ出版, 1997.11.
543.5//N37//1797
原子力と報道 / 中村政雄著. -- 中央公論新社, 2004.11. -- (中公新書ラクレ ; 157).
Twitter革命 / 神田敏晶著. -- ソフトバンククリエイティブ, 2009.11. -- (ソフトバンク新書 ;
547.4833//KA51//5453
118).

3F開架新体系 433//KA86//9963
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
4F新書版
4F新書版
4F新書版
3F開架新体系
3F開架新体系
B2中央旧
4F新書版
4F開架新体系
4F開架新体系
4F新書版

ツイッター140文字が世界を変える / コグレマサト, いしたにまさき著. -- 毎日コミュニケーショ
547.4833//KO26//4273
ンズ, 2009.10. -- (マイコミ新書).
548.3//KA97//3319 絵ときでわかるロボット工学 / 川嶋健嗣著. -- オーム社, 2007.5.
ゲーム産業の経済分析 : コンテンツ産業発展の構造と戦略 / 新宅純二郎, 田中辰雄, 柳川
589.77//SH69//4612
範之編. -- 東洋経済新報社, 2003.3.
599//M2//2
私は二歳 / 松田道雄著. -- 岩波書店, 1961.3. -- (岩波新書 ; 青-410).
673.94//C63//1073 日本カジノ戦略 / 中條辰哉著. -- 新潮社, 2007.8. -- (新潮新書 ; 226).
674//TA88//2214
広告コピーってこう書くんだ!読本 / 谷山雅計著. -- 宣伝会議, 2007.9.
ウーマン・エコノミー : 世界の消費は女性が支配する / マイケル・J. シルバースタイン, ケイト・
675//SI4//3559
セイヤー著 ; 石原薫訳. -- ダイヤモンド社, 2009.12.
678.3//H55//2540

間違いだらけのTPP : 日本は食い物にされる / 東谷暁著. -- 朝日新聞出版, 2011.5. -- (朝
日新書 ; 294).

4F開架新体系 687.21//I89//5835

日本の空を問う : なぜ世界から取り残されるのか / 伊藤元重, 下井直毅著. -- 日本経済新
聞出版社, 2007.8.

4F新書版

ディズニーに学ぶ満足循環力 : 「お客様満足」+「社員満足」の秘密 / 志沢秀一著. -- 学研,
2008.3. -- (学研新書).

689.5//SH93//2290

私の居場所はどこにあるの? : 少女マンガが映す心のかたち / 藤本由香里著. -- 学陽書房,
1998.3.
3F開架新体系 726.101//N73//8317 僕らが愛した手塚治虫 / 二階堂黎人著. -- 小学館, 2006.12.
アイドル進化論 : 南沙織から初音ミク、AKB48まで / 太田省一著. -- 筑摩書房, 2011.1. -3F開架新体系 761.13//O81//9187
(双書Zero).
3F開架新体系 761.14//TA87//0903 音は心の中で音楽になる : 音楽心理学への招待 / 谷口高士編著. -- 北大路書房, 2000.3.
3F開架新体系 780.13//SU38//5310 スポーツファンの社会学 / 杉本厚夫編. -- 世界思想社, 1997.3. -- (Sekaishiso seminar).
3F開架新体系 788.1//N34//3192
大相撲の経済学 / 中島隆信著. -- 東洋経済新報社, 2003.10.

3F開架新体系 726.101//F62//3599
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あぁ、残念な話し方! : 台なしにするひと言、株を上げるひと言 / 梶原しげる著. -- 青春出版
4F新書版
809.2//KA23//8979
社, 2011.1. -- (青春新書INTELLIGENCE ; PI-303).
4F新書版
810.2//Y24//1118
日本語の歴史 / 山口仲美著. -- 岩波書店, 2006.5. -- (岩波新書 ; 新赤版 1018).
3F開架新体系 816.5//KO76//3411 レポート・論文の書き方入門 / 河野哲也著. -- 第3版. -- 慶應義塾大学出版会, 2002.12.
不思議の国のことば学 / 稲木昭子, 沖田知子著. -- 研究社出版, 1991.7. -- (アリスの英語
3F開架新体系 837.5//I52//6933
/ 稲木昭子,沖田知子著 ; [1]).
5F多読（初級） 837.7//C22//8144

Alice's adventures in wonderland / Lewis Carroll ; retold by Jennifer Bassett ; illustrated by
Nilesh Mistry. -- : [book with audio CD], : audio CD. -- Oxford University Press, c2008. - (Oxford bookworms library / series editor, Jennifer Bassett ; Classi

5F英語学習 837.7//Z2//0201
3F開架新体系 845//KA34//3378

バック・トゥ・ザ・フューチャー/フォーインクリエイティブプロダクツ, 池下裕次, Beth Pollard編.
30日で学べるドイツ語文法 / 亀井伸治, 嶋田由紀, 胡屋武志共著. -- ナツメ社, 2007.12.
イギリス児童文学の作家たち : ファンタジーとリアリズム / 猪熊葉子, 神宮輝夫著. -- 研究社
3F開架新体系 909.0233//I56//7322
出版, 1975.10.
5F多読（上級） 933.7//SH14//9642 The great blue yonder/Alex Shearer.
3F開架新体系 946//F44//0426
夜と霧 / ヴィクトール・E・フランクル [著] ; 池田香代子訳. -- 新版. -- みすず書房, 2002.11.
罪と罰 / ドストエフスキー著 ; 亀山郁夫訳. -- 1, 2, 3. -- 光文社, 2008.10-2009.7. -- (光文
4F文庫版
983//D88//1288
社古典新訳文庫 ; [KAト1-7], [KAト1-8], [KAト1-9]).
4F文庫版

983//D88//1651

罪と罰 / ドストエフスキー著 ; 亀山郁夫訳. -- 1, 2, 3. -- 光文社, 2008.10-2009.7. -- (光文
社古典新訳文庫 ; [KAト1-7], [KAト1-8], [KAト1-9]).

4F文庫版

983//D88//1934

罪と罰 / ドストエフスキー著 ; 亀山郁夫訳. -- 1, 2, 3. -- 光文社, 2008.10-2009.7. -- (光文
社古典新訳文庫 ; [KAト1-7], [KAト1-8], [KAト1-9]).
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