
 

参加者本人の希望で匿名のことがあります。 

 

 

  
「図書館にあったらいいな」と思う本を学生さんに選

んでもらうブックハンティング。2021年度は 5名が参

加し、インターネット書店での選書のほか、本の展示

とポップの作成にも挑戦してもらいました。 

展示の様子と併せて、選ばれた本をご紹介します。 

看護学科 3年 S．Kさん 

書名 著者名 出版社名 ISBN 請求記号 

これからの時代のお金に強い人、弱い人  
サチン・チョードリー

著 
フォレスト出版 9784894519886 159||C57 

1%の努力  ひろゆき著 ダイヤモンド社 9784478108499 159||H75 

多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。  Jam マンガ・文 
サンクチュアリ出

版 
9784801400535 159||J17||1 

多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。 続: 

孤独も悪くない編 
Jam マンガ・文 

サンクチュアリ出

版 
9784801400825 159||J17||2 

お前のために生きてないから大丈夫です : カマ

たくの人生ざっくり相談室  
カマたく著 KADOKAWA 9784046803627 159||Ka31 

装いの心理と行動 : 被服心理学へのいざない  
小林茂雄, 藤田雅夫編

著 

アイ・ケイコーポ

レーション 
9784874923481 383.1||Ko12 

看護師のための語彙力・対話力 : あなたの印象

と評価を変える知っておきたい"言葉のマナー"  
吉田裕子著 日本医療企画 9784864397247 492.9014||Y86 

一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」

をください!  
井戸美枝著 日経 BP 9784296106028 591||I19 

52 ヘルツのクジラたち  町田そのこ著 中央公論新社 9784120052989 913.6||Ma16 

満月珈琲店の星詠み  
望月麻衣著 ; 桜田千

尋画 
文藝春秋 9784167914004 913.6||Mo12 

推し、燃ゆ  宇佐見りん著 河出書房新社 9784309029160 913.6||U92 

世界は救えないけど豚の角煮は作れる  にゃんたこ著 KADOKAWA 9784048969253 914.6||N99 

仕事は楽しいかね? : 会社の宝になる方法  
デイル・ドーテン[著] ; 

太田清五郎監訳 
きこ書房 9784877712112 933.7||D45 

仕事は楽しいかね? : 最終講義  
デ イ ル ・ ド ー テ ン 

[著] ; 中村佐千江訳 
きこ書房 9784877712976 933.7||D45 

仕事は楽しいかね? [1] 
デイル・ドーテン著 ; 

野津智子訳 
きこ書房 9784877710781 933.7||D45||1 

仕事は楽しいかね?  2 
デイル・ドーテン著 ; 

野津智子訳 
きこ書房 9784877710835 933.7||D45||2 
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展示コーナーの様子 
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理学療法学科 3年 2名 

書名 著者名 出版社名 ISBN 請求記号 

セラピスト達のための教化書 : 臨床家諸君!! 山口光國執筆 メジカルビュー社 9784758318921 492.5||Y24 

リハで読むべき運動器画像 瀧田勇二著 メジカルビュー社 9784758319201 493.6||Ta73 

阪和人工関節センターTKA マニュアル : basic 

course 
格谷義徳著 メジカルビュー社 9784758318679 494.77||Ka14 

知りたいことがよく分かる整形外科 Q&A ハンド

ブック 
井尻慎一郎著 創元社 9784422410937 電子書籍 

 

 

社会福祉学科 4年 内田慈朗さん 

書名 著者名 出版社名 ISBN 請求記号 

大衆の反逆  
オルテガ・イ・ガセット著 ; 佐々木

孝訳 
岩波書店 9784003423110 136||O71 

歴史とは何か  E.H. カー著 ; 清水幾太郎訳 岩波書店 4004130018 201||C22 

コミンテルンとスペイン内戦  E.H.カー [著] ; 富田武訳 岩波書店 9784000271653 236||C22 

幻のオリンピック  川成洋著 筑摩書房 4480041613 236||Ka96 

永遠のファシズム  
ウンベルト・エーコ [著] ; 和田忠

彦訳 
岩波書店 9784006003883 311.8||E19 

ロバート・キャパ写真集  
[ロバート・キャパ写真] ; ICP ロバ

ート・キャパ・アーカイブ編 
岩波書店 9784003358016 748||C16 

老人と海  ヘミングウェイ [著] ; 高見浩訳 新潮社 9784102100189 933.7||H52 

誰がために鐘は鳴る 上巻 ヘミングウェイ [著] ; 高見浩訳 新潮社 9784102100165 933.7||H52||1 

誰がために鐘は鳴る 下巻 ヘミングウェイ [著] ; 高見浩訳 新潮社 9784102100172 933.7||H52||2 

1984 
ジョージ・オーウェル[著] ; 田内志

文訳 
KADOKAWA 9784041092453 933.7||O71 

パリ・ロンドン放浪記  
ジョージ・オーウェル作 ; 小野寺

健訳 
岩波書店 4003226224 936||O71 

カタロニア讃歌  
ジョージ・オーウェル著 ; 都築忠

七訳 
岩波書店 4003226232 936||O71 

王道  
アンドレ・マルロー [著] ; 渡辺淳

訳 
講談社 4061982095 953.7||Ma39 

希望 上巻 アンドレ・マルロー著 ; 岩崎力訳 新潮社 410200405X 953.7||Ma39||1 

希望 下巻 アンドレ・マルロー著 ; 岩崎力訳 新潮社 4102004068 953.7||Ma39||2 

ダイヤモンド広場  
マルセー・ルドゥレダ作 ; 田澤耕

訳 
岩波書店 9784003273913 959.9||R59 

サラミスの兵士たち  
ハビエル・セルカス著 ; 宇野和美

訳 
 9784309205038 963||C29 
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栄養学科 4年 奥山ほのかさん 

書名 著者名 出版社名 ISBN 請求記号 

「繊細さん」の本 : 「気がつきすぎて疲れ

る」が驚くほどなくなる  
武田友紀著 飛鳥新社 9784864106269 146.8||Ta59 

+(プラス)1cm(センチ) Love(ラブ) : たっ

た 1cm の差があなたの愛をがらりと変え

る  

キム・ウンジュ文 ; ヤン・ヒョ

ンジョンイラスト ; カン・バ

ンファ, 文響社編集部訳 

文響社 9784866511504 159||Ki31 

+(プラス)1cm(センチ)Life(ライフ) : たっ

た 1cm の差があなたの未来をがらりと変

える  

キム・ウンジュ文 ; キム・ジェ

ヨンイラスト ; 小笠原藤子訳 
文響社 9784866513430 159||Ki31 

+(プラス)1cm(センチ) : たった 1cm の差

があなたの世界をがらりと変える  

キムウンジュ文 ; ヤンヒョン

ジョンイラスト ; 簗田順子, 

文響社編集部訳 

文響社 9784905073352 159||Ki31 

イラッとされないビジネスマナー社会常識

の正解  
尾形圭子監修 

サンクチュアリ

出版 
9784861139505 336.47||I63 

栄養素図鑑と食べ方テク : もっとキレイ

に、ずーっと健康  
中村丁次監修 朝日新聞出版 9784023331570 498.55||A82 

一生役立つきちんとわかる栄養学 : マン

ガで図解で見てわかる : 最新データ対応!  
飯田薫子, 寺本あい監修 西東社 9784791626229 498.55||I85 

オトナ女子のための美しい食べ方マナー  諏内えみ著 三笠書房 9784837926900 596.8||Su73 

下ごしらえと調理テク : もっとおいしく、

料理の腕が上がる!  
朝日新聞出版編著 朝日新聞出版 9784023330917 596||A82 

新謎解きはディナーのあとで  東川篤哉著 小学館 9784093866088 913.6||H55 

掟上今日子の退職願  西尾維新著 講談社 9784062199063 913.6||N86 

掟上今日子の家計簿  西尾維新著 講談社 9784062202701 913.6||N86 

 

 

ブックハンティング 2021 Rapport  No.37   23 

 
個性あふれるポップと本 


