
学生選書ツアー選定図書リスト（平成25年7月実施）
書籍名 著者名 出版社名 定価 図書館所蔵

1 便利なツ－ルＥｍａｃｓらくらく入門 藤原誠 技術評論社 2,380 なし

2 現場で役立つｊＱｕｅｒｙデザインパ－ツライブラリ ＫＬＥＥ：Ａｔｅｌｉｅｒ・Ｓｐｏｏｎエムディエヌコ－ポレ－ション(発売：インプレスコミュニケ)2,800 なし

3
ｊＱｕｅｒｙプラグイン徹底活用：プロのデザインアイデアとテ
クニック

ＭｄＮ編集部 エムディエヌコ－ポレ－ション(発売：インプレスコミュニケ)2,800 なし

4
よくわかる森式就活履歴書・エントリ－シ－ト．２０１５年
度版

森吉弘：ユ－キャン就職試験研究会ユ－キャン(発売：自由国民社)1,400 なし

5 InDesign標準デザイン講座 2,940 なし

6 HTML&CSS標準デザイン講座 2,499 なし

7 ＳＥの基本：この１冊ですべてわかる 山田隆太 日本実業出版社 1,500 なし

8 きれいなコ－ドを書くための鉄則 Ｌｅｐｔｏｎ ソシム 1,860 なし

9 １００の事例で理解する機械製図 岡村貴句男 オ－ム社 2,800 なし

10
履歴書エントリ－シ－ト志望動機自己ＰＲの書き方．２０
１４年度版

就職総合研究所 日本シナプス 1,300 なし

11
ＷＥＢデザインゼロからあれこれわかる本：「ＷＷＷって
何？」から「ＷｏｒｄＰｒｅｓｓ」、「ｊ

ＭｄＮ編集部 エムディエヌコ－ポレ－ション(発売：インプレスコミュニケ)1,400 なし

12 情報セキュリティ入門 羽室英太郎 慶応義塾大学出版会 2,800 なし

13 深海魚ってどんな魚：驚きの形態から生態、利用 尼岡邦夫 ブックマン社 3,600 なし

14 生命の逆襲 福岡伸一 朝日新聞出版 1,400 なし

15 怖くて眠れなくなる科学 竹内薫 ＰＨＰエディタ－ズ・グル－プ(発売：ＰＨＰ研究所)1,300 なし

16
ＩＴシステム開発徹底攻略：要件定義／システム設計／
プロジェクトマネジメント／

技術評論社 1,880 なし

17 ＷＥＢ＋ＤＢ ＰＲＥＳＳ．総集編 ｖｏｌ．１～７２ 技術評論社 2,570 なし

18
開眼！ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ：言語仕様から学ぶＪａｖａＳｃｒｉｐｔの
本質

コディ・リンドレ－：和田祐一郎オライリ－・ジャパン(発売：オ－ム社)2,200 なし

19 Ｒｕｎｎｉｎｇ Ｌｅａｎ：実践リ－ンスタ－トアップ アッシュ・マウリャ：角征典オライリ－・ジャパン(発売：オ－ム社)2,200 なし

20
Ａｍａｚｏｎ Ｗｅｂ Ｓｅｒｖｉｃｅｓクラウドデザインパタ－ン設
計ガイド

玉川憲：片山暁雄 日経ＢＰ社(発売：日経ＢＰマ－ケティン)2,400 なし

21
Ａｍａｚｏｎ Ｗｅｂ Ｓｅｒｖｉｃｅｓクラウドデザインパタ－ン実
装ガイド

大沢文孝：日経ｓｙｓｔｅｍｓ編集部日経ＢＰ社(発売：日経ＢＰマ－ケティン)3,800 なし

22 良いウェブサ－ビスを支える「利用規約」の作り方 雨宮美季：片岡玄一 技術評論社 2,280 なし

23 Ｃｌｅａｎ Ｃｏｄｅｒ：プロフェッショナルプログラマへの道 ロバ－ト・Ｃ．マ－ティン：角征典アスキ－・メディアワ－クス(発売：ＫＡＤＯＫＡＷＡ)2,000 なし

24 アジャイルサムライ：達人開発者への道 ジョナサン・ラスマセン：西村直人オ－ム社 2,600 なし

25
はじめてのＨａｄｏｏｐ：分散デ－タ処理の基本から実践ま
で

田澤孝之：横井浩 技術評論社 3,800 なし

26 アリスとボブのＧｉｔ入門レッスン 川野辺正博 秀和システム 2,200 なし

27 Ｇｉｔポケットリファレンス 岡本隆史：武田健太郎 技術評論社 2,480 なし

28 ｗｘＰｙｔｈｏｎ ＧＵＩプログラミング 桑井博之 カットシステム 4,800 なし

29 パ－フェクトＰｙｔｈｏｎ Ｐｙｔｈｏｎサポ－タ－ズ 技術評論社 3,200 なし

30
サイトのタイプ別につくるＷｅｂデザインテクニックブック：
仕事ですぐに役立つプロのアイデア

ＭｄＮ編集部 エムディエヌコ－ポレ－ション(発売：インプレスコミュニケ)2,800 なし

31
レスポンシブＷｅｂデザインテクニックブック：プロが教え
るマルチデバイス対応の手法

野田一輝：加藤俊司 エムディエヌコ－ポレ－ション(発売：インプレスコミュニケ)2,800 なし

32 プロが選ぶＷＯＲＤＰＲＥＳＳ優良プラグイン事典 相原知栄子：一戸健宏 エムディエヌコ－ポレ－ション(発売：インプレスコミュニケ)2,200 なし

33
ＷｏｒｄＰｒｅｓｓレッスンブック：ステップバイステップ形式で
マスタ－できる

エ・ビスコム・テック・ラボソシム 2,800 なし

34
検索上位を最速で実現させるＷｏｒｄＰｒｅｓｓ ＳＥＯの極
意

藤原良輔：鈴木将司 秀和システム 2,300 なし

35
ＣＳＳ３デザインブック：仕事で絶対に使うプロのテクニッ
ク

ＭｄＮ編集部 エムディエヌコ－ポレ－ション(発売：インプレスコミュニケ)2,800 なし

36 Ｇｏｏｇｌｅ Ａｎａｌｙｔｉｃｓパ－フェクトガイド：Ｖｅｒ．５対応版 山浦直宏 ソフトバンククリエイティブ 2,800 なし

37 現場でプロが培ったＧｏｏｇｌｅ Ａｎａｌｙｔｉｃｓの使い方 中野克平 アスキ－・メディアワ－クス(発売：ＫＡＤＯＫＡＷＡ)1,980 なし

38 体感する数学 竹内薫 エンタ－ブレイン(発売：ＫＡＤＯＫＡＷＡ)1,200 なし

39 初級を卒業した人のための韓国語文法 長渡陽一 ナツメ社 2,200 なし

40 レポ－ト・論文の書き方入門 河野哲也 慶応義塾大学出版会 1,000 なし

41 できる大人のモノの言い方大全 話題の達人倶楽部 青春出版社 1,000 なし

42
キクタンＴＯＥＩＣ ｔｅｓｔ ｓｃｏｒｅ ６００：聞いて覚える英単
語

一杉武史 アルク（杉並区） 1,600 なし

43 新ＴＯＥＩＣテストはじめてでも６００点が取れる！ 山根和明：アラン・クリスト成美堂出版 1,800 なし

44 思わず話したくなる ロゴの秘密 1,260 なし

45 日本の七十二候を楽しむ ―旧暦のある暮らし― 1,680 なし

46 広辞苑の中の掘り出し日本語 1,260 なし

47 リ－ダ－になる人のたった１つの習慣 福島正伸 中経出版 1,300 なし



48 学問のすすめ 現代語訳 福沢諭吉 著 齋藤孝 訳筑摩書房 840 なし

49 不確実性のマネジメント 新薬創出のR&Dの「解」 桑嶋 健一 日経BP社 1,680 なし

50
ゼロからの脚本術：１０人の映画監督・脚本家のプロット
論

泊貴洋 誠文堂新光社 1,900 なし

51
新しい主人公の作り方：ア－キタイプとシンボルで生み
出す脚本術

キム・ハドソン：シカ・マッケンジ－フィルムア－ト社 2,300 なし

52 だれでも書けるシナリオ教室 岸川真 芸術新聞社 1,850 なし

53 若松孝二反権力の肖像 四方田犬彦：平沢剛 作品社 2,800 なし

54
幻の創作ノ－ト「太陽はのぼるか」：新藤兼人、未完映画
の精神

白鳥正夫 三五館 1,500 なし

55 失礼な敬語：誤用例から学ぶ、正しい使い方 野口恵子 光文社 760 なし

56 比喩表現辞典 中村明（１９３５－） 角川書店(発売：角川グル－プホ－ルデ)2,800 なし

57 地名の古代史 谷川健一：金達寿 河出書房新社 3,600 なし

58 「腹の虫」の研究：日本の心身観をさぐる 長谷川雅雄：辻本裕成 名古屋大学出版会 6,600 なし

59 科学以前の心 中谷宇吉郎：福岡伸一 河出書房新社 700 なし

60
西洋の装飾素材ＤＶＤ－ＲＯＭ：ＥＰＳアウトライン・ＪＰＥ
Ｇ・ＰＮＧデ－タ収録

マ－ル社 マ－ル社 2,200 なし

61 日本の紙・布・テクスチャ－素材集 パイインタ－ナショナル 2,800 なし

62 パリのヴィンテ－ジ素材集 ｍ＆ｍ＆ｍ’ｓ パイインタ－ナショナル 2,800 なし

63 海賊とよばれた男．上 百田尚樹 講談社 1,600 なし

64 海賊とよばれた男．下 百田尚樹 講談社 1,600 なし

65 グラウンドの空 あさのあつこ 角川書店(発売：ＫＡＤＯＫＡＷＡ)552 なし

66 有頂天家族 森見登美彦 幻冬舎 686 なし

67 島はぼくらと 辻村深月 講談社 1,500 なし

68 想像ラジオ 1,470 なし

69 カラマ－ゾフの兄弟．上巻 フョ－ドル・ミハイロヴィチ・ドストエフス：原卓也新潮社 840 なし

70 カラマ－ゾフの兄弟．中巻 フョ－ドル・ミハイロヴィチ・ドストエフス：原卓也新潮社 790 なし

71 カラマ－ゾフの兄弟．下巻 フョ－ドル・ミハイロヴィチ・ドストエフス：原卓也新潮社 840 なし

72 青が散る．上 宮本輝 文藝春秋 514 なし

73 青が散る．下 宮本輝 文藝春秋 467 なし

74 星々の悲しみ 宮本輝 文藝春秋 500 なし

75 坂の上の雲．１ 司馬遼太郎 文藝春秋 1,600 なし

76 坂の上の雲．２ 司馬遼太郎 文藝春秋 1,500 なし

77 坂の上の雲．３ 司馬遼太郎 文藝春秋 1,600 なし

78 フォーカル ポイント ブライアン・トレーシー ディスカヴァー・トゥエンティワン1,575 なし

79 遠野物語ｒｅｍｉｘ 京極夏彦：柳田国男 角川学芸出版(発売：ＫＡＤＯＫＡＷＡ)1,400 なし

80
猫の伝説１１６話：家を出ていった猫は、なぜ、二度と
帰ってこないのだろ

谷真介 梟社(発売：新泉社) 2,000 なし

81
ベクシンスキ作品集成．１ ＰＡＩＮＴＩＮＧＳ ＆ ＰＨＯＴＯ
ＧＲＡＰＨＳ

ベクシンスキ－ エディシオン・トレヴィル(発売：河出書房新社)4,000 なし

82
ベクシンスキ作品集成．２ ＰＡＩＮＴＩＮＧＳ，ＳＣＵＬＰＴＵＲ
ＥＳ ＆ ＲＥＬＩＥＦＳ

ベクシンスキ－ エディシオン・トレヴィル(発売：河出書房新社)4,300 なし

83 ベクシンスキ作品集成．３ ＤＲＡＷＩＮＧＳ ベクシンスキ－ エディシオン・トレヴィル(発売：河出書房新社)4,000 なし

84 大泉エッセイ：僕が綴った１６年 大泉洋 メディアファクトリ－ 1,300 なし

85 今やる人になる４０の習慣 林修 宝島社 1,200 なし

86
ファシリテ－タ－の道具箱：図でわかる！すぐに役立
つ！

森時彦：ファシリテーターの道具研究会ダイヤモンド社＊ 1,429 なし

87 ザ・ファシリテ－タ－：人を伸ばし、組織を変える 森時彦 ダイヤモンド社＊ 1,600 なし
¥179,962

以下は購入せず（図書館に所蔵があるため）
書籍名 著者名 出版社名 定価 図書館所蔵

1
理系英語のプレゼンテ－ション：世界で活躍する理工系
研究者を目指して

野口ジュディ－：幸重美津子アルク（杉並区） 3,800 あり

2 組む。：ＩｎＤｅｓｉｇｎでつくる、美しい文字組版 ミルキィ・イソベ：紺野慎一ビ－・エヌ・エヌ新社 2,800 あり

3 魅せるｉＰｈｏｎｅサイト：ＨＴＭＬ５＋ＣＳＳ３で作る 谷拓樹 ラトルズ 2,200 あり

4
絶対に挫折しないｉＰｈｏｎｅアプリ開発「超」入門：ｉＯＳ６対
応

高橋京介 ソフトバンククリエイティブ 2,800 あり

5 ＬＡＴＥＸ２ε美文書作成入門 奥村晴彦 技術評論社 3,180 あり

6 Ｅｍａｃｓ ＬＩＳＰテクニックバイブル：真髄を知るＬｉｓｐの掟 るびきち 技術評論社 2,980 あり

7 わかりやすいＪａｖａ．オブジェクト指向入門編 川場隆 秀和システム 2,600 あり

8 よくわかるＰＨＰの教科書 たにぐちまこと マイナビ 2,480 あり

9
９割がバイトでも最高のスタッフに育つディズニ－の教え
方

福島文二郎 中経出版 1,300 あり



10 色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 村上春樹 文藝春秋 1,700 あり

11 永遠の０ 百田尚樹 講談社 876 あり

12 世界で一番美しい元素図鑑 3,990 あり

14 理工系のための微分積分．１ 鈴木武 内田老鶴圃 2,800 あり

15 詳解微積分演習．１ 福田安蔵：安岡善則 共立出版 2,200 あり

16 演習大学院入試問題［数学］１＜第二版＞ 姫野俊一 サイエンス社 2,800 あり

17 演習大学院入試問題［数学］２ 姫野俊一 サイエンス社 2,500 あり

18 英語論文すぐに使える表現集 小田麻里子：味園真紀 ベレ出版 1,900 あり

19 図解ビジネスマナ－：さすが！と言われる 高橋書店 高橋書店 1,000 あり

20 演習線形代数 寺田文行：増田真郎 サイエンス社 1,553 あり

21 会社四季報業界地図．２０１３年版 東洋経済新報社 東洋経済新報社 1,000 あり

22 タックス・ヘイブン：逃げていく税金 志賀桜 岩波書店 760 あり

23
新ＴＯＥＩＣテスト直前の技術（テクニック）：受験票が届い
てからでも間に合う！１１日間即効プログ

ロバ－ト・Ａ．ヒルキ：ポ－ル・ワ－デンアルク（杉並区） 2,200 あり

24 夢判断．上 ジ－クムント・フロイト：高橋義孝日本教文社 1,848 あり（旧装版）

25 夢判断．下 ジ－クムント・フロイト：高橋義孝日本教文社 2,038 あり（旧装版）

26 ＭｏｎｇｏＤＢイン・アクション カイル・バンカ－：玉川竜司オライリ－・ジャパン(発売：オ－ム社)3,400 あり

27 実践コンピュ－タビジョン ジャン・エリク・ソレム：相川愛三オライリ－・ジャパン(発売：オ－ム社)3,000 あり

28 プログラマのためのサバイバルマニュアル ジョシュ・カ－タ－：長尾高弘オライリ－・ジャパン(発売：オ－ム社)2,200 あり

29 知識ゼロから学ぶソフトウェアテスト 高橋寿一 翔泳社 2,400 あり

¥64,305


