
【教育学部・小学校の先生】 

370-ｻ 教育力  
齋藤孝 著 岩波書店 
 
372-ｲ 池上彰の「日本の教育」がよくわ
かる本 池上彰 著 PHP研究所 
 
374-ｵ 教えるということ  
大村はま 著 共文社 
 
374-ｳ 教育という病  

子どもと先生を苦しめる「教育リスク」  
内田良 著 光文社 
 
【教育学部・発達障害、貧困、性的少数
者、院内学校】 
367-ﾔ LGBT ってなんだろう? からだの
性・こころの性・好きになる性  
藥師実芳, 笹原千奈未, 古堂達也, 小川
奈津己 著 合同出版 
 
369-ｲ 日本の大課題子どもの貧困 社
会的養護の現場から考える  
池上彰 編 筑摩書房 

378-ﾀ 発達障害を乗りこえる 
竹内吉和 著 幻冬舎ルネッサンス 
 
378-ｿ 心が元気になる学校 院内学級
の子供たちが綴った命のメッセージ 
副島賢和 著 プレジデント社 
 
493-ｵ 発達障害と呼ばないで 
岡田尊司 著 幻冬舎 
 
【地域活性化・地方創生】 
318-ﾔ 地方創生の正体 なぜ地域政策
は失敗するのか  
山下祐介, 金井利之 著 筑摩書房 
 
332-ﾄ なぜローカル経済から日本は甦
るのか G と Lの経済成長戦略 
冨山和彦 著 PHP研究所 
 
601-ｲ 地域再生の失敗学  
飯田泰之ほか著 光文社 
 
601-ｵ 地域に希望あり まち・人・仕事を
創る 大江正章 著 岩波書店 

601-ｶ 里山産業論 「食の戦略」が六次
産業を超える  
金丸弘美 著 KADOKAWA 
 
601-ｷ 稼ぐまちが地方を変える 誰も言
わなかった 10の鉄則  
木下斉 著 NHK出版 
 
601-ｼ 神山プロジェクト 未来の働き方
を実験する  
篠原匡 著 日経 BP社  
 
601-ﾀ 地域をプロデュースする仕事 
玉沖仁美 著 英治出版 
 
601-ﾌ 人口減が地方を強くする 
藤波匠 著 日本経済新聞出版社 
 
601-ﾏ 地方創生ビジネスの教科書 
増田寛也 監修・解説 文藝春秋 
 
611-ｲ 成功する地域資源活用ビジネス 
農山漁村の仕事おこし  
伊藤実 著 学芸出版社 
 
675-ﾐ シェアリング・エコノミーUber、
Airbnbが変えた世界   
宮﨑康二 著 日本経済新聞出版社 
 
681-ｳ 地域再生の戦略 
宇都宮浄人 著 筑摩書房 
 
686-ﾎ チャレンジする地方鉄道 乗って
見て聞いた「地域の足」はこう守る 
堀内重人 著 交通新聞社 
 
【経営学・マーケティング】 
331-ﾏ 高校生からのゲーム理論 
松井彰彦 著 筑摩書房 
 
336-ｲ なぜ閉店前の値引きが儲かるの
か? 戦略経営会計・基礎の基礎 
岩田康成 著 日本経済新聞出版社 

336-ｻ 戦略プロフェッショナル  
シェア逆転の企業変革ドラマ 

三枝匡 著 日本経済新聞社 
 
336-ﾊ 50 円のコスト削減と 100 円の値
上げでは、どちらが儲かるか? 
林總 著 ダイヤモンド社 
 
673-ｵ セブン-イレブンだけがなぜ勝ち
続けるのか? 緒方知行, 田口香世 著 
日本経済新聞出版社 
 
673-ｻ まんがでわかるセブン-イレブン
の 16歳からの経営学  
迫ミサキ まんが  宝島社 
 
675-ｻ ドリルを売るには穴を売れ 誰で
も「売れる人」になるマーケティング入門 
佐藤義典 著 青春出版社 
 
675-ﾅ 戦略は「1杯のコーヒー」から学べ! 
永井孝尚 著 KADOKAWA 
 
675-ﾗ マーケティング 22 の法則 売れ
るもマーケ当たるもマーケ  
アル・ライズ, ジャック・トラウト 共著  
東急エージェンシー出版部 
 
689-ｱ ディズニーリゾートの経済学 
粟田房穂 著 東洋経済新報社 
 
689-ﾓ USJ のジェットコースターはなぜ
後ろ向きに走ったのか?  
森岡毅[著 KADOKAWA 
 
913-ｲ もし高校野球の女子マネージャ
ーがドラッカーの『イノベーションと企業家精
神』を読んだら  
岩崎夏海 著 ダイヤモンド社 

 

小論文対策は 3年生だけにあらず！1年生から始めよう！ 
今回、香川大学の山崎先生おすすめの本を新しく入れ、小論 D コーナーを作りました。

小論文コーナーには推薦入試や小論文で参考になる本がそろえてあります。課題研究や地

域産業研究、職業に関することにも大きく関係しています。1.2 年生の皆さんにも早いうち

から目的意識を持って読むことをおすすめします。そして読んだら読書記録をつけておき

ましょう。そうすれば、立派なネタ帳となってきっとあなたを助けます。自分の知識の層

を増やしていきましょう。小論コーナーA,B,C は図書館に入ってすぐのブックトラックに

ありますが、D は場所が違いますので、ご注意を。わからないときは聞いてくださいね。 

小論文の書き方は『図書館からはじまる「学び」のガイド』にも載っています。by 司書 

 

 志望学部ごとの推薦図書の新着図書 

今月の展示は「人権」がテーマ。 

いろんな人権について考えてみましょう 図書館だより   
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【国際系 貧困支援、ソーシャルビジネス】

289-ﾔ 輝ける場所を探して 裸でも生き
る 3 : ダッカからジョグジャ、そしてコロンボ
へ 山口絵理子 著 講談社 
 
333-ｲ 世界を救う 7人の日本人  

国際貢献の教科書  
池上彰 編・著 朝日新聞出版 
 
678-ｳ 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 英治出版 
 
338-ｵ 世界は貧困を食いものにしている 
ヒュー・シンクレア 著  朝日新聞出版 
 
333-ﾀ 世界から貧しさをなくす 30の方法 
田中優ほか 編 合同出版 
 
333-ﾅ 世界を巻き込む。 誰も思いつか
なかった「しくみ」で問題を解決するコペル
ニクの挑戦  
中村俊裕 著 ダイヤモンド社 
 
335-ｶ 辺境から世界を変える ソーシャ
ルビジネスが生み出す「村の起業家」 
加藤徹生 著 ダイヤモンド社 
 
【栄養士・管理栄養士・栄養教諭】 
498-ｲ-1 栄養士・管理栄養士のためのな
ぜ?どうして? 1 (人体の構造と機能/臨床
栄養学 1) 医療情報科学研究所 
編集 メディックメディア 
 
498-ｲ-2 栄養士・管理栄養士のためのな
ぜ?どうして? 2 (人体の構造と機能/臨床
栄養学 2) 医療情報科学研究所 
編集 メディックメディア 
 
498-ﾅ 管理栄養士で自分らしく働く方法 
ながいかよ 著 すばる舎リンケージ  
 
 

780-ｼ 王者の食ノート スポーツ栄養士
虎石真弥、勝利への挑戦  
島沢優子 著 小学館 
 
780-ﾎ 賢く食べて結果を出す!スポめし 
細野恵美 監修 朝日新聞出版 
 
【看護】 
492-ｳ 聖路加病院訪問看護科 11 人
のナースたち  
上原善広 著 新潮社 
 
498-ｲ 20 代ナースに伝えたい職業人と
しての心得 飯野英親 , 深澤優子 
著 日本看護協会出版会 
 
498-ｲ 医療の接遇 基本マニュアル&
演習 医療タイムス社教育研修事業部 
編集 医療タイムス社 
 
498-ｲ 石巻赤十字病院の 100 日間石
巻赤十字病院, 由井りょう子 著 小学館 
 
498-ｺ 看護師 近藤隆雄, 松谷容範, 
中友美 著 新水社 
 
498-ﾐ 看護婦だからできること 
宮子あずさ 著 集英社 
 
498-ﾐ-2 看護婦だからできること 2 
宮子あずさ 著 集英社 
 
498-ﾐ 卵の腕まくり  
宮子あずさ 著 集英社 
 
598-ｻ-2  大丈夫やで ばあちゃん助産
師の産後と育児のはなし 2  
坂本フジヱ 著 産業編集センター 
 
【医学】 
369-ｽ ソーシャルワーカーという生き方 
15 人のキャリアとライフヒストリー 
鈴木眞理子 著 中央法規出版 

498-ｵ 医療再生 日本とアメリカの現場
から 大木隆生 著 集英社 
 
498-ﾅ 医者のたまご、世界を転がる。 
中島侑子 著 ポプラ社 
 
【保育・少子化・待機児童問題】 
369-ｲ 「子育て」という政治 少子化な
のになぜ待機児童が生まれるのか? 
猪熊弘子 著 KADOKAWA 
 
599-ｽ 保育士おとーちゃんの「叱らなく
ていい子育て」  
須賀義一 著 PHP研究所 
 
599-ｽ 保育士おとーちゃんの「心がラク
になる子育て」  
須賀義一 著 PHP研究所 
 
369-ﾔ 子どもに貧困を押しつける国・日
本 山野良一 著 光文社 
 
【日本の農業・食料・食の安全・農業の
産業化】 

498-ﾏ 食の安全と環境 
 「気分のエコ」にはだまされない  

松永和紀著 日本評論社 
 
611-ｵ 希望の日本農業論 
大泉一貫 著 NHK出版 
 
611-ｺ コメの嘘と真実 新規就農者が
見た、とんでもない世界!  
近正宏光 著  KADOKAWA  
 
611-ﾖ ルポ農業新時代  
読売新聞経済部 著 中央公論新社 
 
614-ｸ 日本発「ロボット AI 農業」の凄い
未来 2020 年に激変する国土・GDP・生活 
窪田新之助 [著] 講談社 
 
 

【生物学】 
467-ｵ 入門!進化生物学 ダーウィンか
ら DNAが拓く新世界へ  
小原嘉明 著 中央公論新社 
 
467-ｽ すごい進化 「一見すると不合理」
の謎を解く  
鈴木紀之 著 中央公論新社 
 
467-ﾐ 分子からみた生物進化 DNA が
明かす生物の歴史  
宮田隆 著 講談社 
 
481-ｺ 先生、イソギンチャクが腹痛を起
こしています!  
小林朋道 著 築地書館 
 
488-ｶ 鳥類学者だからって、鳥が好き
だと思うなよ。  
川上和人 著 新潮社 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図書委員会からのお知らせ 
読書週間にはイベントとして古雑誌市と

手づくり POP コンテストを行いました。 

古雑誌市には約 30 人の参加があり、手づ

くり POP コンテストにはクラス単位で作

品応募していただき、88 作品の応募があ

り、大変盛り上がりました。 

そのコンテストの結果を発表します。 

有効投票総数は ８２票   無効 36 票 

第 1 位 №３６ ２１票 

第 2 位 №４７ １４票 

第 3 位 №７９  ５票 

入賞者の人と投票してくれた人の中から抽

選で 10 名には何か素敵なものを差し上げ

ます。近々お知らせしますので、お待ちく

ださい。ご参加、ありがとうございました。 

 


