
２０１７年第２回選書ツアー選書リスト 

１２月１６日（土）に実施された選書ツアーにて受け入れた図書リスト一覧です。図書・国試情報センターにて

配架いたしますので、ご利用ください。また、選書した図書の中で、すでに学内に所蔵している重複分は除いて

います。ご了承ください。 

 

  書名 著者名 

1 人間不平等起源論 ルソー：中山元 

2 イギリス哲学の基本問題 寺中平治：大久保正健 

3 社会契約論／ジュネ－ヴ草稿 ルソー：中山元 

4 スタ－・ウォ－ズエピソ－ド４新たなる希望 ジョ－ジ・ル－カス：上杉隼人 

5 スタ－・ウォ－ズエピソ－ド５帝国の逆襲 ジョ－ジ・ル－カス：ドナルド・Ｆ．

グラット 

6 スタ－・ウォ－ズエピソ－ド６ジェダイの帰還 ジョ－ジ・ル－カス：ジェ－ムズ・カ

－ン 

7 スタ－・ウォ－ズフォ－スの覚醒 ジェフリ－・エ－ブラムズ：ロ－レン

ス・カスダン 

8 スタ－・ウォ－ズエピソ－ド１ファントム・メナス ジョ－ジ・ル－カス：テリ・ブルック

ス 

9 スタ－・ウォ－ズエピソ－ド２クロ－ンの攻撃 ジョ－ジ・ル－カス：Ｒ．Ａ．サルヴ

ァト－レ 

10 スタ－・ウォ－ズエピソ－ド３シスの復讐 ジョ－ジ・ル－カス：マシュ－・スト

－ヴァ－ 

11 マスカレ－ド・ホテル 東野圭吾 

12 マスカレ－ド・イブ 東野圭吾 

13 ヴェニスの商人 ウィリアム・シェイクスピア：安西徹

雄 

14 桐島、部活やめるってよ 朝井リョウ【著】 

15 かがやき荘アラサ－探偵局 東川篤哉 

16 終末のフ－ル 伊坂幸太郎【著】 

17 停電の夜に ジュンパ・ラヒリ：小川高義 

18 白夜の爺スナイパ－ デレク・Ｂ．ミラ－：加藤洋子（翻訳

家） 

19 白ゆき姫殺人事件 湊かなえ【著】 

20 凍りのくじら 辻村深月 

21 四畳半神話大系 森見登美彦 

22 薬を飲まずに３週間で無理なく血圧を下げる方法 桑島厳【著】 

23 解剖医ジョン・ハンタ－の数奇な生涯 ウェンディ・ム－ア：矢野真千子 

24 あなたの体は９割が細菌：微生物の生態系が崩れはじめた アランナ・コリン：矢野真千子 

25 薬局ですぐに役立つ薬の比較と使い分け１００ 児島悠史 

26 現場で使える新人登録販売者便利帖 仲宗根恵 



27 現場で使える新人登録販売者便利帖 症状から選ぶＯＴＣ医薬

品 

仲宗根恵 

28 世にも奇妙な人体実験の歴史 トレヴァ－・ノ－トン：赤根洋子 

29 ざんねんないきもの事典：おもしろい！進化のふしぎ 下間文恵：徳永明子 

30 続ざんねんないきもの事典：おもしろい！進化のふしぎ 今泉忠明：下間文恵 

31 僕と妻の１７７８話 眉村卓 

32 異世界薬局．１ 高野聖：高山理図 

33 異世界薬局．２ 高野聖：高山理図 

34 西郷どん！前編：上製版 林真理子 

35 西郷どん！後編：上製版 林真理子 

36 １日１杯のココアが老けない体をつくる 松生恒夫：亀井優徳 

37 キャラで図解！栄養素じてん 牧野直子：松本麻希 

38 ＳＨＯＥ ＤＯＧ：靴にすべてを。 フィル・ナイト：大田黒奉之 

39 お弁当もやせるおかず 作りおき：朝つめるだけ、食べて減量！ 柳澤英子 

40 星降る絶景：一度は見てみたい、至極の星景色 沼沢茂美 

41 星空の教科書：星空がわかる！詳しくなる！ 早水勉 

42 働く男 星野源 

43 そして生活はつづく 星野源 

44 異性の心を上手に透視する方法 アミ－ル・レバイン：レイチェル・Ｓ．

Ｆ．ヘラ－ 

45 人間はどこまで耐えられるのか フランセス・アッシュクロフト：矢羽

野薫 

46 万葉集：ビギナ－ズ・クラシックス 角川書店【編者】 

47 自分を休ませる練習：しなやかに生きるためのマインドフルネ

ス 

矢作直樹 

48 こころが軽くなるマインドフルネスの本 吉田昌生 

49 使ってみよう！こんな時に漢方薬 中村佳子：木村豪雄 

50 腹証図解漢方常用処方解説：三考塾叢刊 〓山宏世 

51 ステロイド：服薬指導のためのＱ＆Ａ 宮本謙一 

52 大栗先生の超弦理論入門：九次元世界にあった究極の理論 大栗博司 

53 血流たっぷり！どこでもヨガ 三和由香利 

54 ストウブで無水調理：食材の水分を使う新しい調理法／旨みが

凝縮した野菜 

大橋由香 

55 生きていくあなたへ：１０５歳どうしても遺したかった言葉 日野原重明 

56 ネイティブはたった１００語で話している！ ディビッド・セイン：ＡｔｏＺ 

57 命の後で咲いた花 綾崎隼 

58 天国からはじまる物語 ガブリエル・ゼヴィン：堀川志野舞 

59 乙女の日本史 堀江宏樹：滝乃みわこ 

60 乙女の日本史．文学編 堀江宏樹：滝乃みわこ 

61 乙女の美術史日本編 堀江宏樹：滝乃みわこ 

62 乙女の美術史世界編 堀江宏樹：滝乃みわこ 



63 怖い絵 中野京子（ドイツ文学） 

64 怖い絵．泣く女篇 中野京子（ドイツ文学） 

65 これは経費で落ちません！：経理部の森若さん 青木祐子 

66 これは経費で落ちません！：経理部の森若さん．２ 青木祐子：ｕｋｉ 

67 これは経費で落ちません！：経理部の森若さん．３ 青木祐子：ｕｋｉ 

68 アンネの童話 アンネ・フランク：中川李枝子 

69 惑星カロン 初野晴 

70 ひとり吹奏楽部：ハルチカ番外篇 初野晴 

71 明日をつくる十歳のきみへ：一〇三歳のわたしから 日野原重明 

72 十代のきみたちへ：ぜひ読んでほしい憲法の本 日野原重明 

73 十歳のきみへ：九十五歳のわたしから 日野原重明 

74 いのちの車窓から 星野源 

75 はずむ！会話の作り方：ネガティブな私が”会話の仕事”を続

けられる５０の方 

望月理恵 

76 なぜ、この人と話をすると楽になるのか 吉田尚記 

77 ひと目でわかるＯｆｆｉｃｅ ３６５サイトカスタマイズ＆開

発編：ＳｈａｒｅＰｏｉｎｔ Ｓｅｒｖｅｒ ２０１６対応版 

奥田理恵 

78 ひと目でわかるＯｆｆｉｃｅ ３６５ビジネス活用２８の事

例：ＳｈａｒｅＰｏｉｎｔ Ｓｅｒｖｅｒ２０１６対応版 

西岡真樹：北端智 

79 大学大倒産時代：都会で消える大学、地方で伸びる大学 木村誠 

80 銀の匙：Ｓｉｌｖｅｒ Ｓｐｏｏｎ．１２ 荒川弘 

81 銀の匙：Ｓｉｌｖｅｒ Ｓｐｏｏｎ．１３ 荒川弘 

82 銀の匙：Ｓｉｌｖｅｒ Ｓｐｏｏｎ．１４ 荒川弘 

83 不倫純愛：一線越えの代償 新堂冬樹 

84 まぐだら屋のマリア 原田マハ【著】 

85 片想い 東野圭吾 

86 見るだけで視力がよくなるふしぎなドリル 中川和宏 

87 最新薬局業界の動向とカラクリがよ～くわかる本：業界人、就

職、転職に役立つ情報満載 

藤田道男 

88 最新病院業界の動向とカラクリがよ～くわかる本：業界人、就

職、転職に役立つ情報満載 

中村恵二：梶浦真美 

89 世界一わかりやすい医薬品業界の「しくみ」と「ながれ」 イノウ 

90 細胞・培地活用ハンドブック：特徴，培養条件，入手法などの

重要デ－タがわかる 

秋山徹：河府和義 

91 トランスジェニック・ノックアウトマウスの行動解析 ジャクリ－ン・Ｎ．クラウリ－：高瀬

堅吉 

92 なぜあなたの研究は進まないのか？：理由がわかれば見えてく

る，研究を生き抜くための処方 

佐藤雅昭 

93 なぜあなたの発表は伝わらないのか？：できてるつもり！？そ

こが危ないプレゼンテ－ション 

佐藤雅昭 

94 なぜあなたは論文が書けないのか？：理由がわかれば見えてく 佐藤雅昭 



る，論文を書ききるための処方 

95 ゼロからはじめるバイオ実験マスタ－コ－ス．３ 西方敬人：川上純司 

96 科研費獲得の方法とコツ：実例とポイントでわかる申請書の書

き方と応募戦略 

児島将康 

97 ゼロからはじめるバイオ実験マスタ－コ－ス．１ 西方敬人：川上純司 

98 ゼロからはじめるバイオ実験マスタ－コ－ス．２ 西方敬人：川上純司 

99 騙し絵の牙 塩田武士：大泉洋 

100 キラキラ共和国 小川糸 

101 進撃の巨人 〈１５〉 諌山創 

102 進撃の巨人 〈１６〉 諌山創 

103 進撃の巨人 〈１７〉 諌山創 

104 進撃の巨人 〈１８〉 諌山創 

105 進撃の巨人 〈１９〉 諌山創 

106 進撃の巨人 〈２０〉 諌山創 

107 進撃の巨人 〈２１〉 諌山創 

108 進撃の巨人 〈２２〉 諌山創 

109 進撃の巨人 〈２３〉 諌山創 

110 俺物語！！ 〈４〉 アルコ/河原和音 

111 俺物語！！ 〈５〉 アルコ/河原和音 

112 俺物語！！ 〈６〉 アルコ/河原和音 

113 俺物語！！ 〈７〉 アルコ/河原和音 

114 俺物語！！ 〈８〉 アルコ/河原和音 

115 俺物語！！ 〈９〉 アルコ/河原和音 

116 俺物語！！ 〈１０〉 アルコ/河原和音 

117 俺物語！！ 〈１１〉 アルコ/河原和音 

118 俺物語！！ 〈１２〉 アルコ/河原和音 

119 俺物語！！ 〈１３〉 アルコ/河原和音 

120 ダンジョン飯 〈３〉 九井諒子 

121 ダンジョン飯 〈４〉 九井諒子 

122 フラジャイル 〈８〉 - 病理医岸京一郎の所見 草水敏/恵三朗 

123 フラジャイル 〈９〉 - 病理医岸京一郎の所見 草水敏/恵三朗 

124 宇宙兄弟 〈３０〉 小山宙哉 

125 宇宙兄弟 〈３１〉 小山宙哉 

126 放課後カルテ 〈１３〉 日生マユ 

127 放課後カルテ 〈１４〉 日生マユ 

128 聖☆おにいさん 〈９〉 中村光 

129 聖☆おにいさん 〈１０〉 中村光 

130 聖☆おにいさん 〈１１〉 中村光 

131 聖☆おにいさん 〈１２〉 中村光 

132 聖☆おにいさん 〈１３〉 中村光 

133 ＢＬＵＥ ＧＩＡＮＴ 〈１０〉 石塚真一 



134 幽麗塔 〈８〉 乃木坂太郎 

135 幽麗塔 〈９〉 乃木坂太郎 

136 君たちはどう生きるか 吉野 源三郎 

137 もっとヘンな論文 サンキュータツオ 

138 革命のファンファーレ - 現代のお金と広告 西野亮廣 

139 医者が教える食事術 最強の教科書―２０万人を診てわかった

医学的に正しい食べ方６８ 

牧田善二 

140 ふたご 藤崎彩織 

141 わたしを離さないで イシグロ，カズオ 

142 Ｒ帝国 中村文則 

143 たゆたえども沈まず 原田マハ 

 

 


