電子ブック試読サービスアクセスランキング
Maruzen eBook Libraryの電子ブック約50,000点を閲覧出来る試読サービス（トライアル）を
2018年10月16日〜12月31日に実施しました。上位5位を発表します！利用の多かったタイトルは購入しました。
Maruzen eBook Libraryの利用方法は、5ページをご覧下さい。
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情報サービス演習 改訂（現代図書館情報学シリーズ 7 ）

2

Happy!こどものみかた 2版

3

ロボット制御学ハンドブック Robot control handbook

4
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電子ブックの学生リクエスト
は随時受け付けています。
Maruzen eBook Libraryのトップページの
リストには、三重大学では購入していない
タイトルも表示されています。

起きてから寝るまで英語表現1000 : 1日の「体の動き」
「心のつぶやき」を全部英語で言って会話力アップ!

学生リクエストはこちらから

https://opac.lib.mie-u.ac.jp/portal/user.php?plang=jpn

「購読契約タイトル一覧」を
クリックすると、電子ブックのリストが
表示され、全文が読めるものだけが
表示されます。

教 員 執 筆 寄 贈 図 書 リ スト （2017年1月〜12月受入分）
●山岡悦郎

名誉教授／『薩長盟約：立役者は誰だ』 山岡悦郎著. 敬文舎, 2018.1, 図・展示棚 [210.58/Y 42]

●宇京頼三

名誉教授／『ヨーロッパの内戦：炎と血の時代一九一四-一九四五年』

●宇京頼三

名誉教授／『左翼のメランコリー : 隠された伝統の力 : 一九世紀〜二一世紀』

か ら 広 げ よ う！！

各学部の先生からのオススメ本

人文学部

川地 啓介 先生

教育学部

奥野信宏、黒田昌義 著
『リニア新世紀名古屋の挑戦』
ディスカヴァー・
トゥエンティワン,
2017年7月

2027年にリニア中央新幹線が開業すると、東京と名
古屋がわずか40分で結ばれる。さらに、大阪へ延伸する
と、沿線圏域の人口が約7000万人に達し、人口および
経済規模で世界最大の広域都市圏が誕生し、私たちの生
活スタイルを根底から変える可能性がある。本書は、
リニ
ア中央新幹線がもたらす影響を、東京ではなく名古屋に
軸足を置いて考察しており、本学の学生にとって一読の
価値がある。

医学部

松本 昭彦 先生

若松英輔 著
『井筒俊彦 : 叡智の哲学』
慶應義塾大学出版会, 2011年5月

［所在］図・開架・図書
［請求記号］519.8/O56

ネイティブならこう書くこう返すEメール英語表現 : ネット上のコミュ
ニティでやりとりされているリアルな表現が満載!（Beret books）

三重大学附属図書館 ➡ オンライン申し込み
➡ WEBサービス（Myポータル）へログイン

ここ

［所在］図・開架・図書
［請求記号］120/W21
言語哲学（哲学的意味論）
やイスラム学など幅広い分
野で活躍した井筒俊彦の思想、研究を、批評家・若松英
輔が紹介、解説した書。井筒は１９９３年に亡くなってい
るが、その仕事は、現代でも参照されるべきものである。
特に、井筒の言語観は、
「 表層意識において理性が作り
上げる言語哲学とは全然異質の、深層意識的言語哲学」
に根ざすものであり、文学を読む際には重要な手掛かり
となる。

成田 正明 先生

工学部

神田卓朗 著
『三重弁やん』

小林 正 先生

住野よる 著
『君の膵臓をたべたい』

エンツォ・
トラヴェルソ著 ; 宇京頼三訳. 未來社, 2018.7, 図・展示棚 [230.7/Tr 2]

エンツォ・
トラヴェルソ著 ; 宇京頼三訳. 法政大学出版局, 2018.1, 図・展示棚 [363/Tr 2]

●廣岡義隆

名誉教授／『蓬左文庫本出雲國風土記 : 影印・翻刻』 [神宅全太理撰] ; 廣岡義隆編. 塙書房, 2018.3, 図・展示棚 [291.73/H 91]

●山田雄司

人文学部教授／『そろそろ本当の忍者の話をしよう』 佐藤強志著. ギャンビット, 2018.9, 図・展示棚／図・開架・図書 [789.8/Sa 85]

●森正人

人文学部教授／『「親米」日本の誕生』 森正人著. KADOKAWA, 2018.1, 図・展示棚 [070.21/Mo 45]

●グットマン・ティエリー

人文学部教授／『L essor des nationalismes religieux』

sous la direction d'Olivier Da Lage. Demopolis, 2018, 人・仏語仏文学 [311.6/L 56]

●澤田治

人文学部准教授／『Pragmatic aspects of scalar modiﬁers : the semantics-pragmatics interface』

Osamu Sawada. OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2018, 図・展示棚 [801/Sa 93]

●藤田達生

教育学部教授／『織田信長 : 近代の胎動』 藤田達生著. 山川出版社, 2018.3, 図・展示棚／図・開架・図書 [289.1/O 17]

●平賀伸夫

教育学部教授 ／『自分ごととして考えるこれからのエネルギー教育 :「高レベル放射性廃棄物の処分」を題材として』

風媒社, 2018年1月

三重に来てから10数年、少しは三重弁に慣れてきた
が、系統だって学びたいと思っていた。そこへこの本。
「そ
んなん食べやんやん」
「いろいろ揃てるに」三重弁は奥が
深かった！三重弁を知れば三重をもっと好きになる！言葉
が語る三重県民の心の深さ！地元の学生も、地元ではな
い学生も必読の本。

平賀伸夫編著. 三重大学出版会, 2018.3, 図・展示棚 [533.9/H 63]

●岡野昇

［所在］図・開架・図書
［請求記号］913.6/Su63
膵臓の病気で余命いくばくもない女子高生の桜良と、
その秘密を偶然知ってしまったクラスメイトの春樹のお
話である。桜良の「死ぬ前にやりたいこと」に、春樹は付
き合うことになる。普通はそうするだろうと思うかもしれ
ないが、現実はそうはならない．
高校時代の仲間が肺癌
になり、
よく会いに行っていたが、他の仲間はあまり会い
に行かなかった。そのようなことも大学時代に考えて欲
しい。

教育学部教授／『関係論的アプローチによる体育学習の再検討』 岡野昇著. 風間書房, 2018.12, 図・展示棚 [375.49/O 45]

●松浦直己

教育学部教授／『教室でできる気になる子への認知行動療法 :「認知の歪み」から起こる行動を変える13の技法』

松浦直己著. 中央法規出版, 2018.10, 図・展示棚 [371.4/Ma 89]

●田畑務

医学部准教授／『子宮体癌・卵巣癌におけるStaging Laparotomy : en bloc骨盤・傍大動脈リンパ節郭清術.改訂2版』

田畑務著. メディカ出版, 2018.6, 医・医学科図書室 [495.43/Ta 11]

●山田俊行

工学部講師／『はじめての数理論理学 : 証明を作りながら学ぶ記号論理の考え方』

山田俊行著. 森北出版, 2018.7, 図・展示棚 [410.1/Y 19]

●成岡市

生物資源学部教授／『測量実習ポケットブック』 岡島賢治[ほか]著. 電気書院, 2018.2, 図・展示棚 [512/So 32]

●木村清志

生物資源学部教授

水産実験所長／『Fishes of Ha Long Bay : the world natural heritage site in Northern Vietnam』

edited by Seishi Kimura. Fisheries research laboratory, Mie University, 2018, 図・展示棚 [487.52233/F 28]

●陳奕廷

教養教育院特任講師／『日本語語彙的複合動詞の意味と体系 : コンストラクション形態論とフレーム意味論』

陳奕廷,松本曜著. ひつじ書房, 2018.2, 図・展示棚 [815.4/C 46]

●六角英彰

地域人材教育開発機構特任教授／『「意思決定学習」の考え方・進め方』

●藤田昌志

地域人材教育開発機構准教授／『比較文化学 : 日本・中国・世界』 藤田昌志著. 朋友書店, 2018.7, 図・展示棚 [361.6/F 67]

●森本尚之

地域人材教育開発機構講師／『基礎からわかる情報リテラシー : コンピューター・インターネットと付き合う基礎知識. 改訂第3版ver.2』

六角英彰著. 中部日本教育文化会, 2015.2, 図・開架・図書 [375.3/R 63]

奥村晴彦,森本尚之著. 技術評論社, 2017.11, 図・開架図書 [007.6/O 55]

【見かた】 ●寄贈者 所属／『書名』著者名. 出版社（者）, 出版年月[請求記号]
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双葉社, 2015年6月

［所在］図・開架・図書
［請求記号］818.56/Ka51

生物資源学部

舩原 大輔 先生

ウェンディ・ムーア著;矢野真千子 訳
『解剖医ジョン・ハンターの
数奇な生涯』
河出書房新社, 2007年4月

［所在］図・開架・図書
［請求記号］289.3/Mo39
近代外科医学の父、
ジョン・ハンターの伝記。彼は人間
を解剖しまくった。死体泥棒のドンとしても有名。彼が手
掛けた解剖が各章のタイトルになっていて面白い。第5
章「教授の睾丸」
といった具合。観察して実験する科学的
手法を外科医学に取り入れた。そんな彼をとりまく当時
のイギリス医学界がひどい。いつの時代も権威は新しい
ものを拒むようだ。天才を感じたい人へお勧めの一冊。

教養教育院
「宝島」

真藤順丈 著

赤岩 隆 先生

真藤順丈 著
『宝島』
講談社, 2018年6月

［所在］図・開架・図書
［請求記号］913.6/Sh62

直近の直木賞をとった作品です。エンタメふうの作品
でありながら、舞台はつねに問題含みの沖縄ということ
で、
「沖縄人にとっての沖縄とは？」、
「いわゆる本土の人
にとっての沖縄とは？」といった問いについて考えるの
に、絶好の一冊です。なんといっても、取り上げられてい
る時代が、
これまで触れられることの少なかったアメリカ
統治下の沖縄ということで、その点でも意義のある作品
となっています。頑張れ、沖縄。
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