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「もっと、図書館の本に親しみを持ってもらいたい！」、そのような思いから企画した 

「私が選ぶ！図書館の 100 冊」。記念すべき第 1 回目は、平成 24 年 10 月 29 日（月）～

11 月 9 日（金）に行いました。内容は、書店からお借りした本を附属図書館内に番号を付

けて展示し、図書館に入れてほしい本の番号を投票用紙に記入し投票します。開票の結果、

投票数の多かった上位 100 冊を附属図書館に入れるという企画です。 

  初めての試みでしたが、多くの学生・教職員・一般の方が参加してくださいました。 

 実習前の忙しいなか閉館ぎりぎりに駆け込んで来て、「よかった、間に合った。ぜひ、投票し

たかった。」と言って熱心に選んでくれた学生、「じき卒業、もっと前にも、してほしかった。」

と残念がる学生、次回投票の候補に入れてほしい本を゠ンケート用紙に書いてくださった方、

みなさんご参加、本当にありがとうございました。 

  

 

 

 

 

 

 

気になる投票結果は、次のページです。 

今号のアラスト 

田井 利奈さん（経営情報学科 ビジュ゠ルメデァ゠デザアンコース） 



  

 

 

 

総  合 

 タアトル 著者 出版社 

１ 超訳ニーチゥの言葉 フリードリヒ・ニーチゥ/

白鳥晴彦 

デァスカヴゟー・トィウ

ンテァワン 

２ おまえうまそうだな（絵本の時間） 宮西達也 ポプラ社 

３ 尾木ママの「凹まない」生き方論 尾木直樹 主婦と生活社 

４ パリジゥンヌたちの秘密のパリ 廣田明子 原書房 

５ ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾 角川書店 

６ さぬきのおもしろ方言集  松林社 

７ 100 円のコーラを 1000 円で売る方法～

マーケテァングがわかる 10 の物語～ 
永井高尚 中経出版 

８ だるまさんが かがくいひろし ブロンズ新社 

８ 神様のカルテ 夏川草介 小学館 

１０ ゼロから教えてクレーム対応 古谷治子 かんき出版 

 

 

 

学  生  

 タアトル 著者 出版社 

１ 
超訳ニーチゥの言葉 

フリードリヒ・ニーチゥ/

白鳥晴彦 

デァスカヴゟー・トィウ

ンテァワン 

２ おまえうまそうだな（絵本の時間） 宮西達也 ポプラ社 

３ 尾木ママの「凹まない」生き方論 尾木直樹 主婦と生活社 

3 パリジゥンヌたちの秘密のパリ 廣田明子 原書房 

５ ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾 角川書店 

６ さぬきのおもしろ方言集  松林社 

７ 100 円のコーラを 1000 円で売る方法

～マーケテァングがわかる 10 の物語～ 
永井高尚 中経出版 

7 だるまさんが かがくいひろし ブロンズ新社 

9 神様のカルテ 夏川草介 小学館 

9 ゼロから教えてクレーム対応 古谷治子 かんき出版 



 

 

教職員  

 タアトル 著者 出版社 

１ さぬきのおもしろ方言集  松林社 

２ 100 円のコーラを 1000 円で売る方法～

マーケテァングがわかる 10 の物語～ 
永井高尚 中経出版 

３ おまえうまそうだな（絵本の時間） 宮西達也 ポプラ社 

４ ゲルニカ～ピカソ、敀国への愛～ ゠ラン・セール 富士房 

5 車輪の下 改版（新潮文庫） ヘッセ/高橋健二 新潮社 

６ 
超訳ニーチゥの言葉 

フリードリヒ・ニーチゥ/

白鳥晴彦 

デァスカヴゟー・トィウ

ンテァワン 

6 知っているとうれしいにほんの縁起もの 広田千悦子 徳間書店 

８ 日本の七十二候を楽しむ 

～旧暦のある暮らし～ 
白井明大/有賀一広 東邦出版 

9 置かれた場所で咲きなさい 渡辺和子 幻冬舎 

9 フゥルメールの眼 

～赤瀬川原平が読み解く全作品～ 

ヨハネス・フゥルメール/

赤瀬川原平 
講談社 

 

 

               

一  般  

 タアトル 著者 出版社 

１ ある成功者の老後 曾野綾子 河出書房新社 

２ 希望の筆～ダイン症の書家・金澤翔子物語～ 丘脩三 佼成出版社 

2 くじけないで 柴田トヨ 飛鳥新社 

3 このみちをゆこうよ（金子みすゞ童謡集） 金子みすゞ JULA 出版局 

3 写真ノ中ノ空 谷川俊太郎/荒木経惟 ゠ートン新社 

3 仕事は楽しいかね？ デァル・ドーテン きこ書房 

3 置かれた場所で咲きなさい 渡辺和子 幻冬舎 

3 誰がこの子を受けとめるのか 

～光の子どもの家の記録～ 
菅原哲男 言叢社 

3 見逃せない、よくある外臓疾患の診かた・見

つけ方～眼/耳/鼻/口・のど/皮膚/泌尿器 
 中山書店 

3 旅に出たくなる地図＜日本＞１７版 帝国書院編集部 帝国書院 

 



「私が選ぶ！図書館の 100 冊」2012～決定した 100 冊～ 

 

 

 タアトル  タアトル 

１ 超訳ニーチゥの言葉 １８ くじけないで 

２ おまえうまそうだな（絵本の時間） １９ ピンチを「味方にする」スアッチ 

３ 尾木ママの「凹まない」生き方論 ２０ 
フゥルメールの眼 

～赤瀬川原平が読み解く全作品～ 

４ パリジゥンヌたちの秘密のパリ ２１ 地獄～絵本～ 

５ ナミヤ雑貨店の奇蹟 ２２ 
日本の七十二候を楽しむ 

～旧暦のある暮らし～ 

６ さぬきのおもしろ方言集 ２３ 
わたしと小鳥とすずと 

～金子みすヾ童謡集～ 

７ 
100 円のコーラを 1000 円で売る方法 

～マーケテァングがわかる 10 の物語～ 
２４ 置かれた場所で咲きなさい 

８ だるまさんが ２５ 
希望の筆 

～ダイン症の書家・金澤翔子物語～ 

９ 神様のカルテ ２６ すましたペンギンさんきょうだい 

１０ ゼロから教えてクレーム対応 ２７ 
岡山孤児院物語 

～石井十次の足跡～ 改版新装 

１１ 仕事は楽しいかね？ ２８ 伝統建築と日本人の知恵 

１２ いそっぷのおはなし ２９ 
夢をかなえる。 

～思いを実現させるための 64 の゠プローチ～ 

１３ 
女子栄養大学のダアウットレシピ 

～しっかり食べてキレアにやせる～ 
３０ 謎解きはデァナーのあとで  

１４ 車輪の下 改版(新潮文庫) ３１ ＫＡＧＥＲＯＵ  

１５ 旅に出たくなる地図<日本> 17 版 ３２ このみちをゆこうよ(金子みすゞ童謡集)  

１６ 知っているとうれしいにほんの縁起もの ３３ オニじゃないよおにぎりだよ 

１７ ゲルニカ～ピカソ、敀国への愛～ ３４ こゝろ 改版(角川文庫)  



 タアトル  タアトル 

３５ 
メリークリスマスおさるのジョージ 

(大型絵本) 
５３ モモ(岩波少年文庫)  

３６ 
１６歳の教科書～なぜ学び、なにを学ぶのか～

(ドラゴン桜公式副読本)  
５４ 

表現する仕事がしたい！ 

(岩波ジュニ゠新書) 

３７ 建物と日本人移ろいゆく物語 ５５ 
いのちをはぐくむ農と食 

(岩波ジュニ゠新書 ５９６)  

３８ 尾木ママの「叱らない?」子育て論 ５６ 人間失格 改版(新潮文庫)  

３９ 
上昇思考 

～幸せを感じるために大切なこと～ 
５７ 檸檬 改版(新潮文庫)  

４０ 
明るいほうへ 

～金子みすゞ童謡集～  
５８ どくとるマンボイ航海記 改版(新潮文庫)  

４１ 考える豚(桂三枝の落語絵本シリーズ) ５９ 

プロのための製菓技法 クリーム 

～クリームの扱い・製法、それぞれの方法

～ 

４２ 禁煙あなたのお口と全身の健康 ６０ 
良いトレーニング、無駄なトレーニング 

～科学が教える新常識～ 

４３ 
パスタでたどるアタリ゠史 

(岩波ジュニ゠新書 699) 
６１ 

日本のお守り 

～神さまとご利益がわかる～ 

４４ 
幸福論と。 

～Alain×Haruki×Kazuna～ 
６２ 

僕らが働く理由、働かない理由、働けない

理由(文春文庫)  

４５ 世界一のモノを生み出す日本の会社 ６３ 鍵のない夢を見る 

４６ 
見逃せない,よくある外臓疾患の診かた・みつ

けかた～眼/耳/鼻/口・のど/皮膚/泌尿器/運動 
６４ 

生ききる。 

(角川ｏｎｅテーマ２１ A-138） 

４７ 10 年後に食える仕事食えない仕事 ６５ 道しるべ 

４８ 困ってるひと ６６ ある成功者の老後 

４９ 写真ノ中ノ空  ６７ 幸せのタネをまくと、幸せの花が咲く 

５０ 
天使の正体 

～ダイン症の書家・金沢翔子の物語～  
６８ 

日本人なら知っておきたい日本文学～ヤマ

トタケルから兼好まで、人物で読む古典～ 

５１ 坊っちゃん 改版(角川文庫)  ６９ 
準備する力 

～夢を実現する逆算のマネジメント～ 

５２ 歯ブラシ事典 改訂 ７０ サラダ好きのラアオン(村上ラヂオ 3) 



 タアトル  タアトル 

７１ 
食の終焉～グローバル経済がもたらしたもう

ひとつの危機～ 
８６ 

スイゥーデンは放射能汚染からどう社会を

守っているのか 

７２ おふとんかけたら  ８７ NOTES 

７３ 伊豆の踊子・禽獣 改版(角川文庫)  ８８ 

数学でわかるオリンピック 100 の謎～イ

サアン・ボルトはどうすればこれ以上がん

ばらなくても世界記録を更新できるか～ 

７４ 蜘蛛の糸・地獄変(角川文庫)  ８９ 深読みフゥルメール(朝日新書 357) 

７５ 羅生門・鼻・芋粥 改版(角川文庫)  ９０ 
携帯電話はなぜつながるのか～知っておき

たいモバアル音声&データ通信の基礎知識 

７６ おちくぼ姫(角川文庫) ９１ 
絵巻の図像学 

～「絵そらごと」の表現と発想～ 

７７ 兎の眼(角川文庫)  ９２ 太陽と光しょくばいものがたり 

７８ 堕落論 改版(角川文庫)  ９３ 
大往生したけりゃ医療とかかわるな～「自

然死」のすすめ～(幻冬舎新書 247 ） 

７９ 幸田文対話 増補 父・露伴のこと ９４ 相性 

８０ 
生きのびるためのがん患者術 

～伝わる「ことば」の使い方～ 
９５ 

美しく青き道頓堀川 

(桂三枝の落語絵本シリーズ)  

８１ 
日本の保育はどうなる～幼保一体化と「こども

園」への展望～(岩波ブックレット No.840) 
９６ 

消費増税では財政再建できない 

～「国債破綻」回避へのシナリオ～ 

８２ 
子どもにかかわる仕事 

(岩波ジュニ゠新書 683) 
９７ 

働く理由 

～９９の名言に学ぶシゴト論。～  

８３ 
正しいパンツのたたみ方～新しい家庭科勉強

法～(岩波ジュニ゠新書 674) 
９８ 

助けてと言えない人たちのために 

～浅輪田鶴子という生き方～ 

８４ 
面接は心理戦で勝つ！～ラアバルを出し抜く

就職・転職の裏ワザ～(幻冬舎文庫)  
９９ 初恋(光文社古典新訳文庫)  

８５ 
誰がこの子を受けとめるのか 

～光の子どもの家の記録～  
１００ マボロシの鳥  

 

 いかがでしたか？ お目当ての図書は、入っていましたか？学生、教職員、一般のベスト 10 の違い

も興味深い結果でした。いただいた゠ンケートのご意見も、今後の選書の参考にさせていただきます。 

たくさんのご参加、ありがとうございました。この 100 冊は、12 月中旬ごろから貸出 

予定です。年末年始、ゆっくりと読書三昧のお正月もよいのでは？ 

今号にアラストをよせてくださった田井利奈さん（経営情報科ビジュ゠ルメデァ゠デザ 

アン）ご協力ありがとうございました。 


