利用の多かった図書・電子ブック
試読サービスで利用の
多かった電子ブック

利用の多かった図書
2019年度後半
『子どもの宇宙』
河合隼雄著.（岩波新書）岩波書店, 1987.9
［所在］図・開架・ＰＢ ［請求記号］371.45/KA93

2019年11月1日〜2020年1月17日に、Maruzen eBook Libraryの
電子ブックの試読サービスを実施しました。電子ブックは学内のネットワー
クから読むことができます。ぜひご利用ください！
Maruzen eBook Libraryはこちら → https://elib.maruzen.co.jp

『マンガでやさしくわかるアドラー心理学［1］,
2,人間関係編』

『憲法が保障する権利』
（有斐閣法学叢書. 憲法; 3 10）有斐閣
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000019106

岩井俊憲著 ; 星井博文シナリオ制作 ; 深森あき作画.
日本能率協会マネジメントセンター, 2014.7- ［所在］図・開架・図書

『ちけ文&ちけ単 治験に役立つ医学英文事例集
: CRC&CRAとして国際共同治験に対応する』

［請求記号］145.9/I93/［1］, 145.9/I93/2, 145.9/I93

『吸着の科学と応用』

金芳堂
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076072

小野嘉夫, 鈴木勲著著. 講談社, 2003.11
［所在］図・開架・図書 ［請求記号］431.82/O67

『44の例題で学ぶ計量経済学 : econometrics』

『海の都の物語 : ヴェネツィア共和国の一千年 1−6』

オーム社
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007387

塩野七生著.（新潮文庫）新潮社, 2009.6［所在］図・開架・ＰＢ ［請求記号］237.04/Sh 75/1-6

『周術期看護学習ワークブック : 自分 だけのオ
リジナルファイルを作ろう』

『健康・安全で働き甲斐のある職場をつくる :
日本学術会議の提言を実効あるものに』

ここから広げよう！
！各学部 の先生 からのオス ス メ本

R E A DI N G L I S T

人文学部

大倉 沙江 先生

山田詠美 著

岸-金堂玲子, 森岡孝二編著. ミネルヴァ書房, 2016.3

『「自立支援」の社会保障を問う: 生活保護・最低
賃金・ワーキングプア』
法律文化社
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044662
設定を行えば、学外からでも電子ブックにアクセスできます。
設定方法はこちら → http://www.lib.mie-u.ac.jp/e̲journal/service/maruzen.pdf

『つみびと= Sinners』

『本の読み方：スロー・リーディングの実践』
（PHP文庫）

中央公論新社, 2019年5月

PHP研究所, 2019年6月

［所在］図・開架・図書
［請求記号］913.6/Y19

2010年の大阪二児置き去り死事件をモチーフとした小説。事件

が報じられた後には、母親は子どもを育てる責任を放棄し、
また子育

てに際して誰にも助けを求めず、
自らの楽しみを優先させた鬼である

と世間から断罪された。
それでは、
なぜ母親はなぜ誰にも助けを求め

ることができなかったのか。
自らと異なる立場にいる人たちの考えを
理解し、想像する力を養うために、
おすすめしたい1冊である。

医学部

［所在］図・開架・図書
［請求記号］019.1/H66

近作『マチネの終わりに』
『ある男』
などで知られる作家・平野啓一郎

による、量より質を重視した読書の方法論。前半では、
「速読」
の無意味

さを強調し
（「速読家の知識は単なる脂肪である」等々）、時間をかけて
丁寧に深く読むことの意義を詳述する。後半では、漱石の
『こころ』
や自

身の
『葬送』等を材料に、
「スロー・リーディング」
を実践して見せ、単語

レベルから深く読む方法を解説する。反知性主義が蔓延る今日、主体

的に生きるために必須の
「わざ」
を会得するための好著と言えるだろう。

成田 正明 先生

工学部

長谷川義史 作

■ 尾西康充

副学長／『沖縄 : 記憶と告発の文学 : 目取真俊の描く支配と暴力』

尾西康充著. 大月書店, 2019.11, 図・展示棚 ［910.29/O66］

前田 太佳夫 先生

宮崎駿 著

『だじゃれ日本一周』

『本へのとびら：岩波少年文庫を語る』
（岩波新書）

理論社, 2010年2月

教員寄贈図書リスト 【2019年7月〜12月受入分】

松本 昭彦 先生

平野啓一郎 著

メヂカルフレンド社
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078450

［所在］図・開架・図書 ［請求記号］366.99/Ki56

教育学部

岩波書店, 2011年10月

［所在］図・開架・図書
［請求記号］726.5/H36

つらいとき悲しいときはだじゃれが一番。
だじゃれさえあればなんで

も乗り越えられる
（かも）。
「めがねがくもってよく三重県！」
「とってもあ

［所在］図・開架・PB
［請求記号］909/Mi88

スタジオジブリの宮崎駿がこどもの頃に読んだ岩波少年文庫の50

選の紹介である。前半は文庫の表紙や挿絵を使ってこども心に思っ

んたにゃ神奈川県！」
「パンツのゴムが長野県！」など都道府県のウイッ

たことが紹介されている。 後半は大人になって読み直したときの大

人文学部教授／『「治田文書」調査報告書 : 三重県いなべ市北勢町治田財産区・治田入会権者組合所蔵 近世文書編, 近代文書編』

と覚えていれば、
つらいひとへこんだひとがいてもあなたのちからですぐ

ついて書かれている。
こどもの頃にタイムトラベルしつつ、大学生の視

人文学部教授／『豊かさ幻想 : 戦後日本が目指したもの』 森正人著. KADOKAWA, 2019.3, 図・展示棚 ［210.77/Mo45］

れ。気が付いたら全都道府県のだじゃれがいつの間にか頭の中に。

■ 塚本明
■ 塚本明

人文学部教授／『鳥羽・志摩の海女 : 素潜り漁の歴史と現在』 塚本明著. 吉川弘文館, 2019.7, 図・展示棚 ［384.3/Ts54］

塚本明編集. 治田財産区・治田入会権者組合：いなべ市教育委員会, 三重大学人文学部塚本明研究室, 2017.3−2019.3, 図・展示棚 ［215.6/H43］

■ 森正人
■ 藤田達生

教育学部教授／『藩とは何か :「江戸の泰平」はいかに誕生したか』

■ 今井啓介

教育学部附属小学校教諭／『「見方・考え方」を働かせる小学校算数「深い学び」の授業デザイン』

■ 小森照久

名誉教授／『忍者「負けない心」の秘密 : 折れない・凹まない・ビビらない!』

トのきいただじゃれが、
ほっこりしたイラストとともに満載。
これをちょっ

笑顔にできる万能の書。一気に人気者に。
たかがだじゃれされどだじゃ

人の視点からの印象と、
その本が今の自分に与えたことへの気づきに
点で本を読み直してみるきっかけとなる書である。

藤田達生著. 中央公論新社, 2019.7, 図・展示棚 ［210.52/F67］

今井啓介著. 明治図書出版, 2019.10, 図・展示棚 ［375.41/I43］
小森照久著. 青春出版社, 2017.7, 図・展示棚 ［789.8/Ko67］

■ 小森照久

名誉教授／『Ninja : secrets of the unsurpassable heart』

■ 小森照久

名誉教授／『こころの疾患と香り: 香りがこころに効く秘密 : 香りの多様な働き・作用で美と健康をサポートする』

Teruhisa Komori 著. Teruhisa Komori, 2019, 図・展示棚 ［789.8/Ko67］
小森照久著. フレグランスジャーナル社, 2017.8, 図・展示棚 ［493.7/Ko67］

■ 小森照久

名誉教授／『偶然は必然 : 生物学的精神医学から Universal Truth へ』

■ 畑中重光

工学研究科教授／『透水性コンクリート
（POC）の基礎と実践 : 環境共生と豪雨対策を目指して』

■ 宮崎照雄

名誉教授／『女王卑弥呼が都した邪馬台国に到る : 理系学者が読み解く
『魏志』倭人伝』

小森照久著. デザインエッグ, 2019.9, 図・展示棚 ［490.4/Ko67］

畑中重光編著. コンクリート新聞社, 2019.8, 図・展示棚 ［513.35/H42］
宮崎照雄著. 三重大学出版会, 2019.4, 図・展示棚 ［210.3/Mi88］

【見かた】 ●寄贈者 所属／『書名』著者名. 出版社（者）, 出版年月, 所在［請求記号］
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生物資源学部

伯耆 匠二 先生

教養教育院

千葉聡 著

ジャンバッティスタ・ヴィーコ著 ;
上村忠男訳

『歌うカタツムリ：進化とらせんの物語』

『新しい学 上・下』（中公文庫）

（岩波科学ライブラリー）
岩波書店, 2017年6月

中央公論新社, 2018年5月

［所在］図・開架・図書
［請求記号］484.4/C42

「歴史とカタツムリはよく似ている。
どちらも繰り返す、
そして螺旋を

赤岩 隆 先生

［所在］図・開架・図書
［請求記号］137.1/V67/1

137.1/V67/2

文庫本という点では手軽ながら、上下巻それぞれ600ページとい

描く。」印象的なフレーズで本著は始まる。“螺旋のように”堂々巡りを

う大部であり、
内容的にも簡単ではないが、
「知」
とはなにか、
とりわけ

科学者たちの熱い論争、
そして人の手による自然破壊の歴史を、国内

る。
いずれの部分からも次の読書へと発展させることができるという

しているようで着実に次のステージへと登っていくカタツムリの進化、
外の研究例を添えてドラマチックに描いている。
カタツムリへの愛と、

サイエンスへの敬意に満ちた心躍る一冊。

ヨーロッパにおけるそれがどのようなものか知るには絶好の本であ

点では、非常に便利でもあり、学問の可能性の宝庫とも見做せるし、

その点では、大学生が読まずに誰が読むとも云うべき書物である。挑
む価値あり。
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