
2022年 4-5月企画展示

タイトル 著者 出版社 請求記号

5人のプロに聞いた!一生モノの学ぶ技術・働く技術 阿部正浩, 前川孝雄編 有斐閣 002/A12

大学1年生からの社会を見る眼のつくり方 大学初年次教育研究会著 大月書店 002/D16

なんのために学ぶのか 池上彰著 SBクリエイティブ 002/I33

ドーナツを穴だけ残して食べる方法 大阪大学ショセキカプロジェクト編 日本経済新聞出版社 002/O73

AI vs.教科書が読めない子どもたち 新井紀子著 東洋経済新報社 007.13/A62

AIの壁 : 人間の知性を問いなおす 養老孟司著 PHP研究所 007.13/Y84

理系読書 : 読書効率を最大化する超合理化サイクル 犬塚壮志著 ダイヤモンド社 019.12/I59

学術書を読む 鈴木哲也著 京都大学学術出版会 019/Su96

未来のきみを変える読書術 : なぜ本を読むのか? 苫野一徳著 筑摩書房 019/To49

東大式失敗の研究 : “違和感"からどう創造を生み出すか 中尾政之著 WAVE出版 141.5/N41

東大教授が教える知的に考える練習 柳川範之著 草思社 141.5/Y51

スタンフォードの自分を変える教室 リー・マクゴニガル著 ; 神崎朗子訳 大和書房 141.8/Ma15

10代のうちに知っておきたい折れない心の作り方 水島広子著 紀伊国屋書店 146.82/Mi96

やりたいこと探し専門心理カウンセラーの日本一やさしい天職の見つけ方 中越裕史著 PHP研究所 159.4/N32

君たちはどう生きるか 吉野源三郎著 岩波書店 159.5/Y92

人を動かす D・カーネギー著 ; 山口博訳 創元社 159/C19

「できない自分」を脳から変える行動大全 菅原洋平著 扶桑社 159/Su28

人類の意識を変えた20世紀 : アインシュタインからスーパーマリオ、ポストモダンまで ジョン・ヒッグス著 ; 梶山あゆみ訳 インターシフト 209.7/H55

13歳からのレイチェル・カーソン レイチェル・カーソン日本協会編 かもがわ出版 289.3/C22

ダーウィンが愛した犬たち : 進化論を支えた陰の主役 エマ・タウンゼンド著 ; 渡辺政隆訳 勁草書房 289.3/D42

おい、マジか。池上彰の「ニュースを疑え!」 池上彰著 文藝春秋 304/I33

2030年世界はこう変わる : アメリカ情報機関が分析した「17年後の未来」 米国国家情報会議編 ; 谷町真珠訳 講談社 304/N57

なぜ「よそ者」とつながることが最強なのか : 生存戦略としてのネットワーク経済学入門 戸堂康之著 プレジデント社 333.6/To18

SDGsとは何か? : 世界を変える17のSDGs目標 安藤顯著 三和書籍 333.8/A47

世界で活躍する仕事100 : 10代からの国際協力キャリアナビ 三菱UFJリサーチ&コンサルティング編 東洋経済新報社 333.8/Mi63

村上龍×変革者 : カンブリア宮殿 : 日経スペシャル 村上龍著 ; テレビ東京報道局編 日本経済新聞出版社 335.13/Mu43

武器としての図で考える習慣 : 「抽象化思考」のレッスン 平井孝志著 東洋経済新報社 336.2/H64

マンガでわかる!雑談力 : トレーニングで話はうまくなる 櫻井弘監修 宝島社 336.49/Ma43

人は話し方が9割 : 1分で人を動かし、100%好かれる話し方のコツ 永松茂久著 すばる舎 361.454/N15

さりげなく人を動かすスゴイ!話し方 山崎拓巳著 かんき出版 361.454/Y48

科学的な適職 : 4021の研究データが導き出す: 最高の職業の選び方 鈴木祐著 クロスメディア・パブリッシング 366.29/Su96

21世紀の新しい職業図鑑 : 未来の職業ガイド 武井一巳著 秀和システム 366.29/Ta62

君たちはどう働くか 今野晴貴著 皓星社 366/Ko75

アルバイトから学ぶ仕事入門 佐野薫, 江利川良枝, 高木直人編著 中央経済社 366/Sa66

ゼミ入門 : 大学生の知的生活第一歩 野村一夫著 文化書房博文社 377.15/N95

大学生のためのアルバイト・就活トラブルQ&A 石田眞, 浅倉むつ子, 上西充子著 旬報社 377.9/I72

大学生のためのドラッカー①大学生活編 松本健太郎著 リーダーズノート出版 377.9/Ma81/1

大学生のためのドラッカー②就職活動編 松本健太郎著 リーダーズノート出版 377.9/Ma81/2

大学生が狙われる50の危険 全国大学生協共済生活協同組合連合会著 青春出版社 377.9/Mi63

熱狂できる仕事と出会う「逆選考」就活ガイド 長倉達也著 幻冬舎メディアコンサルティング 377.9/N14

ブラックバイトに騙されるな! 大内裕和著 集英社クリエイティブ 377.9/O91

就活テクニック大全 : 最小の努力で「トップ内定」し「仕事力」も高める 坂本直文著 東洋経済新報社 377.9/Sa32

理系という生き方 : 東工大講義 : 生涯を賭けるテーマをいかに選ぶか 最相葉月著 ポプラ社 402.8/Sa22

科学との正しい付き合い方 : 疑うことからはじめよう 内田麻理香著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 408/D78/2

私が進化生物学者になった理由 長谷川眞理子著 岩波書店 467.5/H36

日清食品創業者安藤百福一日一得 : 奇想天外の発想はこうして生まれた 石山順也著 ロングセラーズ 588.067/I83

ひとり暮らし完全サポートbook 主婦と生活社編 主婦と生活社 590/H77

ひとり暮らしの教科書 : mini+SPRiNG特別編集 mini+SPRiNG編集部著 宝島社 590/Mi44

ひとり暮らしレスキューBook 成美堂出版編集部編 成美堂出版 590/Se17

誰も教えてくれないお金の話 うだひろえ著 ; 泉正人監修 サンクチュアリ・パブリッシング 591/U26

いまさら聞けない料理の基本1問1答 しらいしやすこ監修 宝島社 596/I46

超簡単なので自炊やってみた。 自炊研究会編 家の光協会 596/J54

スグうま自炊生活 : やってみたら思ったより簡単だった! まきあやこ著 ナツメ社 596/Ma34

太らない夜食 : オール300kcal以下 森崎友紀著 トランスワールドジャパン 596/Mo63

自炊のトリセツ : おいしいごはんの法則 小田真規子著 池田書店 596/O17

主婦が知らないとヤバイ料理の基本とコツ 武蔵裕子監修 秀和システム 596/Sh99

ずぼらな人の作りおきおかず 主婦と生活社編 主婦と生活社 596/Z6

五感で学べ : ある農業学校の過酷で濃密な365日 川上康介著 オレンジページ 610.77/Ka94

ダチョウはアホだが役に立つ 塚本康浩著 幻冬舎 646.2/Ts54

大塚正富のヒット塾 : 「ごきぶりホイホイ」生みの親 : ゼロを100に 廣田章光, 日経ビジネススクール編 日本経済新聞出版社 675.3/H74

心を整える。 : 勝利をたぐり寄せるための56の習慣 長谷部誠著 幻冬舎 783.47/H35

超カンタン!あがらずに話せる正しい方法48 車塚元章著 現代書林 809.2/Ku79

モノの言い方事典 : たった一言で印象が変わる! 佐藤幸一著 総合法令出版 809.2/Sa85

教養バカ : わかりやすく説明できる人だけが生き残る 竹内薫著 SBクリエイティブ 809.2/Ta67

語彙トレ 齋藤孝著 KADOKAWA 810.4/Sa25

敬語の使い方事典 : たった一言で印象が変わる! 佐藤幸一著 総合法令出版 815.8/Sa85

グリーン・グリーン あさのあつこ著 徳間書店 913.6/A87

農ガール、農ライフ 垣谷美雨著 祥伝社 913.6/Ka26

アニマル・ワークス 渦汰表著 鳥影社 913.6/Ka83

鋼のメンタル 百田尚樹著 新潮社 914.6/H99

新生活　~この春に読みたい本~
農学部図書館


