
ブンダイ生が選ぶ１３２冊とPOP展資料一覧

NO タイトル 請求記号 資料ID

1
スゴ腕のITエンジニアになる : ITエンジニアの"今"と"これか
ら" / 武藤祐一郎著. -- TAC株式会社出版事業部, 2014.

007.35||MY19 11393425

2
ITエンジニアのための「業務知識」がわかる本 / 三好康之著.
-- 第4版. -- 翔泳社, 2014.

007.35||MY9 11393424

3
文系女子だけど新卒でSEやってます : 女の子のお仕事応援
コミックエッセイ / しま子著. -- KADOKAWA, 2015. -- (MF
comic essay).

007.35||SB4 11393423

4
よくわかるMicrosoft Access 2013 / 富士通エフ・オー・エム株
式会社著制作 ; 基礎, 応用, ビジネス活用編. -- FOM出版,
2013. -- (FOM出版のみどりの本).

007.6||FY18||1 10393992

5
コーパスとテキストマイニング / 石田基広, 金明哲編著. -- 共
立出版, 2012.

007.6||IM11 11393427

6
Rで学ぶデータ・プログラミング入門 : RStudioを活用する / 石
田基広著. -- 共立出版, 2012.

007.6||IM18 11393405

7
人文・社会科学のためのテキストマイニング / 松村真宏, 三
浦麻子著. -- 改訂新版. -- 誠信書房, 2014.

007.6||MN10 11393407

8
基本情報技術者パーフェクトラーニング過去問題集 / 西田明
雄著 ; 平成20年度 秋期 - 平成27年度 秋期. -- 技術評論社,

007.6||YM11 10393914

9
できるExcelピボットテーブル : データ集計・分析に役立つ本 /
門脇香奈子, できるシリーズ編集部著. -- インプレスジャパン,

007.63||KK4 10393915

10
「R」ではじめるプログラミング / 赤間世紀著. -- 工学社, 2014.
-- (I/O books).

007.64||FN18 11393760

11
Rで学ぶプログラミングの基礎の基礎 / 舟尾暢男著. -- カット
システム, 2014.

007.64||FN18 11393761

12
R言語逆引きハンドブック / 石田基広著. -- 改訂2版. -- シー
アンドアール研究所, 2014.

007.64||IM18 11393406

13
Rのパッケージおよびツールの作成と応用 / 石田基広 [ほか]
著. -- 共立出版, 2014. -- (シリーズUseful R / 金明哲編 ;

007.64||SZ19||10 11394054

14
データ分析プロセス / 福島真太朗著. -- 共立出版, 2015. --
(シリーズUseful R / 金明哲編 ; 2).

007.64||SZ19||2 11394053

15
読書のチカラ / 齋藤孝著. -- 大和書房, 2015. -- (だいわ文
庫 ; [9-10E]).

019||ST4 11393717

16 頭の体操BEST / 多湖輝著 ; [1], 2. -- 光文社, 2009. 031.7||TA1 11393755

17
東大クイズ研世界一のクイズ / 東京大学クイズ研究会編著.
-- データハウス, 2014.

031.7||TT26 11393757

18
哲学ってなに? : 娘と話す / ロジェ=ポル・ドロワ著 ; 藤田真利
子訳. -- 現代企画室, 2005.

104||DR20 11394049

19
97%の人を上手に操るヤバい心理術 / ロミオ・ロドリゲスJr.著.
-- SBクリエイティブ, 2015.

140||RR11 11393417

20 色の心理学 / 佐々木仁美著. -- ◆U67BB◆出版社, 2014. 141.21||SH9 11393748

21
世界はシステムで動く : いま起きていることの本質をつかむ考
え方 / ドネラ・H・メドウズ著 ; 枝廣淳子訳. -- 英治出版,

141.5||MD19 11393727

22 メンタリズム : 恋愛の絶対法則 / DaiGo著. -- 青春出版社, 141.62||DM26 11393418

23
日本一わかりやすいアドラー心理学入門 : 物語でよむアド
ラー心理学 (普及版) / 谷口のりこ, 土居一江著. -- 泰文堂,
2015. -- (リンダパブリッシャーズの本).

146.1||TN14 11393749

24
自由であり続けるために20代で捨てるべき50のこと / 四角大
輔著. -- サンクチュアリ出版, 2012. -- (Sanctuary books).

159.7||YD10 11393741

25
あたりまえだけどなかなかできない25歳からのルール / 吉山
勇樹著. -- 明日香出版社, 2009. -- (Asuka business &
language books).

159.7||YY1 11393739

26
Love your world. : 最高のワタシに出逢う77の言葉 / 日本ド
リームプロジェクト編. -- いろは出版, 2013.

159||NL23 11393770

27
一冊でまるごとわかるギリシア神話 / 吉田敦彦著. -- 大和書
房, 2013. -- (だいわ文庫 ; [256-1E]).

164.31||YA9 11393767

28
ラルース世界の神々神話百科 : ヴィジュアル版 / フェルナン・
コント著 ; 蔵持不三也訳. -- 原書房, 2006.

164||CF18 11393410
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29
もういちど読む山川世界現代史 / 木谷勤著. -- 山川出版社,
2015.

209.7||KT13 11393414

30
風刺画で読み解く近代史 / 清水勲著. -- 三笠書房, 2015. --
(知的生きかた文庫 ; [し46-1]).

210.6||SI6 11393719

31
3日もあれば海外旅行 / 吉田友和著. -- 光文社, 2012. --
(光文社新書 ; 614).

290.93||YT13 11393745

32 パリ. -- 昭文社, 2015. -- (トラベルデイズ). 293.53||PR19 10393991

33
だから日本はズレている / 古市憲寿 [著]. -- 新潮社, 2014. -
- (新潮新書 ; 566).

304||FN4 11393744

34
日本経済を「見通す」力 : 東大名物教授の熱血セミナー / 伊
藤元重著. -- 光文社, 2015. -- (光文社新書 ; 758).

332.1||IM14 11393746

35
貧困の終焉 : 2025年までに世界を変える / ジェフリー・サック
ス著 ; 鈴木主税, 野中邦子訳. -- 早川書房, 2014. -- (ハヤカ
ワ文庫 . ハヤカワ文庫NF ; NF404).

333.8||SJ8 11393720

36
ビッグデータを活かす技術戦略としてのテキストマイニング /
菰田文男, 那須川哲哉編著. -- 中央経済社, 2014.

336.17||KF2 11393426

37
アドラー流たった1分で伝わる言い方 / 戸田久実著. -- かん
き出版, 2014.

361.45||TK1 11393747

38
CAの私がVIPのお客様に教わった話し方のエッセンス / 高橋
くるみ著. -- 大和書房, 2014. -- (だいわ文庫 ; [274-1G]).

361.45||TK3 11393768

39
卒論・修論のためのアンケート調査と統計処理 / 石村光資
郎, 石村友二郎著. -- 東京図書, 2014.

361.9||IK19 11393421

40 女、今日も仕事する / 大瀧純子著. -- ミシマ社, 2015. 366.38||OJ15 11393754

41
地理 / 佐藤裕治監修 ; 兎谷しぇぱこマンガ. -- パワーアップ
版. -- [学研教育出版], 2015. -- (新マンガゼミナール : 大学
受験らくらくブック : 点につながる!流れがわかる!).

375.33||SY3 11393411

42
幻獣事典 / 望獲つきよ著. -- 新星出版社, 2009. -- (カラー
版徹底図解).

388||NT7 11393415

43 娘と話す科学ってなに? / 池内了著. -- 現代企画室, 2005. 404||IS13 11394048

44
ホワット・イフ? : 野球のボールを光速で投げたらどうなるか /
ランドール・マンロー著 ; 吉田三知世訳. -- 早川書房, 2015.

404||MR8 11393734

45
なぜ理系に進む女性は少ないのか? : トップ研究者による15
の論争 / S・J・セシ, W・M・ウィリアムス編 ; 大隅典子訳. --
西村書店, 2013.

407||CS14 11393430

46 体感する数学 / 竹内薫著. -- エンターブレイン, 2013. 410.4||TK20 11393701

47
娘と話す数学ってなに? / ドゥニ・ゲジ著 : 藤田真利子訳. --
現代企画室, 2011.

410||GD13 11394051

48
フェルマーの最終定理 / サイモン・シン[著] ; 青木薫訳. -- 新
潮社, 2006. -- (新潮文庫 ; 7953, シ-37-1).

412.2||SS6 11393712

49
統計データの視覚化 / 山本義郎, 飯塚誠也, 藤野友和著. --
共立出版, 2013. -- (Rで学ぶデータサイエンス / 金明哲編集

417.08||RM4||12 11394052

50
戦略的データマイニング / 里洋平著. -- 共立出版, 2014. --
(シリーズUseful R / 金明哲編 ; 4).

417.08||SZ19||4 11393409

51
ヤバい統計学 / カイザー・ファング著 ; 矢羽野薫訳. -- 阪急
コミュニケーションズ, 2011.

417||FK25 11393435

52
みんなのR : データ分析と統計解析の新しい教科書 / Jared
P.Lander著 ; 高柳慎一, 牧山幸史, 簑田高志訳. -- マイナビ,
2015.

417||LJ13 11393408

53
データの分析 : 日本統計学会公式認定統計検定3級対応 /
日本統計学会編. -- 東京図書, 2012.

417||ND19 11393730

54
統計検定2級公式問題集 : 日本統計学会公式認定 / 日本統
計学会出版企画委員会編 ; 統計質保証推進協会統計検定セ
ンター著 ; 2011-2013年, 2012-2014年. -- 実務教育出版,

417||NT14 10393988

55
統計検定2級公式問題集 : 日本統計学会公式認定 / 日本統
計学会出版企画委員会編 ; 統計質保証推進協会統計検定セ
ンター著 ; 2011-2013年, 2012-2014年. -- 実務教育出版,

417||NT14 10394164

56
統計学基礎 : 日本統計学会公式認定統計検定2級対応 / 日
本統計学会編. -- 東京図書, 2012.

417||NT19 11393729
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58
統計学 : 日本統計学会公式認定統計検定1級対応 / 日本統
計学会編. -- 東京図書, 2013.

417||NT8 11394058

59
統計検定1級・RSS/JSS試験公式問題集 : 日本統計学会公
式認定 / 日本統計学会出版企画委員会編 ; 統計質保証推
進協会統計検定センター著 ; 2012-2013年. -- 実務教育出

417||NT9 10394074

60
Rによるハイパフォーマンスコンピューティング / 福島真太朗
著. -- ソシム, 2014.

417||SF18 11393422

61 Rで学ぶクラスタ解析 / 新納浩幸著. -- オーム社, 2007. 417||SH18 11393728
62 娘と話す宇宙ってなに? / 池内了著. -- 現代企画室, 2009. 440||IS13 11394050

63
四季の星座神話 : 美しい星座絵でたどる = Constellation
myth of four seasons / 沼澤茂美, 脇屋奈々代著. -- 誠文堂
新光社, 2014.

443.8||NS19 11393722

64
昆虫の図鑑 : 採集と標本の作り方 / 福田晴夫 [ほか] 著. --
増補改訂版. -- 南方新社, 2009.

486||FH11 11393420

65
医薬統計のための生存時間データ解析 / David Collett著 ;
宮岡悦良監訳 ; グラクソ・スミスクライン株式会社バイオメディ
カルデータサイエンス部訳. -- 共立出版, 2013.

490.19||CD9 11393437

66
臨床試験のデザインと解析 : 薬剤開発のためのバイオ統計 /
角間辰之, 服部聡著. -- 近代科学社, 2012. -- (バイオ統計シ
リーズ ; 2).

490.19||KT18 11394056

67
日常診療にすぐに使える臨床統計学 : ベストな診断と治療が
できる! / 能登洋著. -- 改訂版. -- 羊土社, 2011.

490.19||NH14 11393759

68
国際誌にアクセプトされる医学論文 : 研究の質を高める
POWERの原則 / Daniel W. Byrne [著] ; 木原正博, 木原雅子
訳. -- メディカル・サイエンス・インターナショナル, 2000.

490.7||BD11 11394057

69
医学的研究のデザイン : 研究の質を高める疫学的アプローチ
/ Stephen B. Hulley [ほか] 著 ; 木原雅子, 木原正博訳. -- 第
4版. -- メディカル・サイエンス・インターナショナル, 2014.

490.7||HS9 11393758

70
医学的研究のための多変量解析 : 一般回帰モデルからマル
チレベル解析まで / ミッチェル H. カッツ著 ; 木原雅子, 木原
正博監訳. -- メディカル・サイエンス・インターナショナル,

490.7||KM9 11394063

71
現代の医学的研究方法 : 質的・量的方法、ミクストメソッド、
EBP / プラニー リィアムプットーン編 ; 木原雅子, 木原正博訳.
-- メディカル・サイエンス・インターナショナル, 2012.

490.7||RP7 11394060

72
基本としくみがよくわかる東洋医学の教科書 / 平馬直樹総監
修・漢方薬監修 ; 浅川要中医理論・鍼灸監修 ; 辰巳洋薬膳監
修. -- ナツメ社, 2014.

490.9||HN11 11393724

73
臨床研究いろはにほ : 全体像がひと晩でわかる! : もう2歩踏
み込む / 山崎力, 小出大介編著. -- ライフサイエンス出版,
2015. -- (ライフサイエンス選書).

492.07||YT18 11393436

74
奇跡の脳 : 脳科学者の脳が壊れたとき / ジル・ボルト・テイ
ラー [著] ; 竹内薫訳. -- 新潮社, 2012. -- (新潮文庫 ; 9421,
テ-23-1, シ-38-21).

493.73||TJ11 11393713

75

医学的介入の研究デザインと統計 : ランダム化/非ランダム
化研究から傾向スコア、操作変数法まで / ミッチェル H. カッ
ツ著 ; 木原雅子, 木原正博訳. -- メディカル・サイエンス・イン
ターナショナル, 2013.

498.07||KM9 11394061

76
心と体の不調を解消するアレクサンダー・テクニーク入門 / 青
木紀和著. -- 日本実業出版社, 2014.

498.3||AN11 11394059

77
疫学 : 医学的研究と実践のサイエンス / レオン ゴルディス著
; 木原正博, 木原雅子, 加治正行訳. -- メディカル・サイエン
ス・インターナショナル, 2010.

498.6||GL5 11394062

78
基礎から学ぶ楽しい疫学 / 中村好一著. -- 第3版. -- 医学
書院, 2013.

498.6||NY11 11393438

79
疫学研究の考え方・進め方 : 観察から推測へ / Alexander M.
Walker著 ; 丸井英二 [ほか] 訳. -- 新興医学出版社, 1996.

498.6||WA5 11393439
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80
NASAに学ぶ英語論文・レポートの書き方 : NASA SP-7084テ
クニカルライティング / メアリ・K・マカスキル著 ; 片岡英樹訳・
解説. -- 共立出版, 2012.

507.7||MM14 11393736

81
絵ときでわかるモータ技術 / 飯高成男, 岡本裕生, 關敏昭共
著. -- オーム社, 2002.

542.13||IS5 11393419

82
早引き関数電卓ハンディ・マニュアル / 松原郁哉著. -- ナツ
メ社, 2013.

548.2||MI8 11393740

83
「図解」知ってるようで知らない食べ方の常識 / にっぽん食べ
方研究会編. -- 有楽出版社, 2013.

596.8||NZ20 11393413

84
最新世界の農業と食料問題のすべてがわかる本 : 世界と日
本の農と食をめぐる動向をわかりやすく解説! / 八木宏典監
修. -- ナツメ社, 2013. -- (史上最強カラー図解).

611.3||YH19 11393723

85
フェアトレードの人類学 : ラオス南部ボーラヴェーン高原にお
けるコーヒー栽培農村の生活と協同組合 / 箕曲在弘著. --
めこん, 2014.

617.3||MA6 11393725

86
フェアトレードのおかしな真実 : 僕は本当に良いビジネスを探
す旅に出た / コナー・ウッドマン著 ; 松本裕訳. -- 英治出版,

678.2||WC6 11393726

87
Print matters : the cutting edge of print / [edited and
produced by viction:ary] ; : [Hong Kong], : [Tokyo]. -- Viction
Workshop Ltd. ., c2015, 2015.

757||VP5 11393433

88
Unityで神になる本。 : Unityでゼロから学ぶ、オリジナルゲー
ム制作。 / 廣鉄夫著. -- オーム社, 2015.

798.5||HT21 11393416

89
カタイ頭をときほぐすパズル200 : ひらめきとロジックに強くな
る大人の算数 / 川崎光徳, オオハラヒデキ著. -- 誠文堂新光
社, 2014.

798||KM11 11393756

90
Rで学ぶ日本語テキストマイニング / 石田基広, 小林雄一郎
著. -- ひつじ書房, 2013.

810.7||IM18 11394055

91
語源に隠された日本史 : この国の仕組みや日本人の暮らし
が浮かび上がる! / 武光誠著. -- 河出書房新社, 2014.

812||TM7 11393721

92
独検対策4級・3級問題集 / 恒吉良隆編著. -- 3訂版. -- 白水
社, 2011.

840||TY4 10393989

93
だいたいで楽しいドイツ語入門 : 使える文法 : 知ってる人は続
いてる!一度に全部できなくていい / 辻朋季著. -- 三修社,

845||TT4 11393766

94
ちいさなカタコト*ドイツ語ノート : フォトエッセイとイラストで楽
しむ / 森本智子著. -- 国際語学社, 2013.

847.8||MT3 11393752

95
ちいさなカタコト*フランス語ノート : フォトエッセイとイラストで
楽しむ / 嶋みちる著. -- 国際語学社, 2011.

857.8||SM3 11393750

96
ちいさなカタコト*スペイン語ノート : フォトエッセイとイラストで
楽しむ / 秦真紀子著. -- 国際語学社, 2012.

867.8||HM3 11393751

97
植物図鑑 / 有川浩 [著]. -- 幻冬舎, 2013. -- (幻冬舎文庫 ;
あ-34-3).

913.6||AH19 11393765

98
海の底 / 有川浩 [著]. -- 角川書店, 2009. -- (角川文庫 ;
15659, あ48-2).

913.6||AH21 11393731

99
マザコン刑事の事件簿 / 赤川次郎著 ; 新装版. -- 徳間書店,
2014. -- (徳間文庫 ; あ1-80).

913.6||AJ13 11393714

100
マザコン刑事の探偵学 / 赤川次郎著 ; 新装版. -- 徳間書店,
2014. -- (徳間文庫 ; あ1-81).

913.6||AJ13 11393715

101
マザコン刑事の逮捕状 / 赤川次郎著 ; 新装版. -- 徳間書店,
2014. -- (徳間文庫 ; あ1-82).

913.6||AJ13 11393716

102
ふたり / 赤川次郎著. -- 新潮社, 1991. -- (新潮文庫 ; 4763,
あ-13-17).

913.6||AJ6 11393763

103
ぼくらのきせき : ほのぼのログ / 深町なか原案 ; 藤谷灯子著.
-- KADOKAWA, 2015.

913.6||FN2 11393743

104 怪笑小説 / 東野圭吾著. -- 集英社, 1998. -- (集英社文庫). 913.6||HK11 11393711

105
歪笑小説 / 東野圭吾著. -- 集英社, 2012. -- (集英社文庫 ;
[ひ-15-9]).

913.6||HK23 11393709

106 毒笑小説 / 東野圭吾著. -- 集英社, 1999. -- (集英社文庫). 913.6||HK4 11393710
107 放課後 / 東野圭吾 [著]. -- 講談社, 1988. -- (講談社文庫). 913.6||HK8 11393702
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108
遠すぎた輝き、今ここを照らす光 / 平山瑞穂著. -- 新潮社,
2015. -- (新潮文庫 ; 10244, ひ-27-4).

913.6||HM20 11393738

109
浜村渚の計算ノート / 青柳碧人 [著]. -- 講談社, 2011. --
(講談社文庫 ; [あ-118-1]).

913.6||HN11||1 11393895

110
ふしぎの国の期末テスト / 青柳碧人 [著]. -- 講談社, 2012. -
- (講談社文庫 ; [あ-118-2] . 浜村渚の計算ノート / 青柳碧
人 [著] ; 2さつめ).

913.6||HN11||2 11393703

111
水色コンパスと恋する幾何学 / 青柳碧人 [著]. -- 講談社,
2012. -- (講談社文庫 ; [あ-118-3] . 浜村渚の計算ノート /
青柳碧人 [著] ; 3さつめ).

913.6||HN11||3 11393704

112
ふえるま島の最終定理 / 青柳碧人 [著]. -- 講談社, 2012. --
(講談社文庫 ; [あ-118-4] . 浜村渚の計算ノート / 青柳碧人
[著] ; 3と1/2さつめ).

913.6||HN11||3-2 11393705

113
方程式は歌声に乗って / 青柳碧人 [著]. -- 講談社, 2013. --
(講談社文庫 ; [あ-118-6] . 浜村渚の計算ノート / 青柳碧人
[著] ; 4さつめ).

913.6||HN11||4 11393707

114
鳴くよウグイス、平面上 / 青柳碧人 [著]. -- 講談社, 2014. --
(講談社文庫 ; [あ-118-7] . 浜村渚の計算ノート / 青柳碧人
[著] ; 5さつめ).

913.6||HN11||5 11393708

115
PK / 伊坂幸太郎[著]. -- 講談社, 2014. -- (講談社文庫 ; [い
111-5]).

913.6||IK16 11393732

116
世界から猫が消えたなら / 川村元気著. -- 小学館, 2014. --
(小学館文庫 ; [か13-1]).

913.6||KG19 11393733

117 有頂天家族 / 森見登美彦著. -- 幻冬舎, 2007. 913.6||MT21 11393434

118
くちびるに歌を / 中田永一著. -- 小学館, 2013. -- (小学館文
庫 ; [な20-1]).

913.6||NE11 11393737

119 掟上今日子の備忘録 / 西尾維新著. -- 講談社, 2014. 913.6||NI15 11393428
120 掟上今日子の推薦文 / 西尾維新著. -- 講談社, 2015. 913.6||NI15 11393429

121
クラインの壺 / 岡嶋二人[著]. -- 講談社, 2005. -- (講談社文
庫 ; [お-35-28]).

913.6||OF11 11394047

122
チョコレートゲーム / 岡嶋二人 [著] ; : 新装版. -- 講談社,
2013. -- (講談社文庫 ; [お-35-32]).

913.6||OF3 11393706

123
その日のまえに / 重松清著. -- 文藝春秋, 2008. -- (文春文
庫 ; [し-38-7]).

913.6||SK19 11393735

124
パプリカ / 筒井康隆著. -- 新潮社, 2002. -- (新潮文庫 ; つ-
4-40).

913.6||TY16 11393432

125
ジョーカー・ゲーム / 柳広司 [著]. -- 角川書店, 2011. -- (角
川文庫 ; や39-6).

913.6||YK10 11393762

126
奇縁まんだら / 瀬戸内寂聴著 ; 横尾忠則画 ; [正] - 終り. --
日本経済新聞出版社, 2008.

914.6||SJ11 11393431

127 哲学者にならない方法 / 土屋賢二著. -- 東京書籍, 2013. 914.6||TK20 11393718

128
ミスター・ホームズ : 名探偵最後の事件 / ミッチ・カリン著 ; 駒
月雅子訳. -- KADOKAWA, 2015.

933.7||CM13 11393742

129
ティファニーで朝食を / カポーティ [著] ; 村上春樹訳. -- 新潮
社, 2008. -- (新潮文庫 ; 8582, カ-3-8).

933.7||CT20 11393764

130
マンガで読む絶望名人カフカの人生論 / 平松昭子マンガ. --
飛鳥新社, 2015.

940.27||HA13 11393412

131
国を救った数学少女 / ヨナス・ヨナソン著 ; 中村久里子訳. --
西村書店, 2015.

949.83||JJ11 11393753

132
窓から逃げた100歳老人 / ヨナス・ヨナソン著 ; 柳瀬尚紀訳. -
- 西村書店, 2014.

949.83||JJ13 11393769


