
 

 

 新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。これからの

学生生活、図書館をたくさん利用してください。 

 今回は、平成 24 年度図書館サポーターの学生さんに、 

新入生の皆さんに読んでもらいたい本を選んでもらいました。 

 授業や実習に役立つ実用的な本、ちょっと疲れた時に読み 

たい小説など、色々なジャンルの本が挙げられています。 

 館内では、サポーターの学生さんの推薦コメントと一緒に 

本を展示しています。貸出もできますので、ぜひ一度図書館 

までお越しください。お待ちしています！ 

 

 



推薦者 所属 書名 著者名 出版社 出版年 

西野 陽子さん 
幼児教育学科 

H24年度卒業生 
「大学時代」自分のために絶対やっておきたいこと  千田 琢哉 三笠書房 2011.9 

森川 奈津子さん 幼児教育学科 2回生 123人の家 ： Actus staff 123 homes  

Masanori Araki ed 

Actus 
アクタス 2012.1 

竹内 智美さん 幼児教育学科 2回生 
新人保育者物語さくら 

： 保育の仕事がマンガでわかる 

村上かつら（作）、 

百瀬ユカリ（監修） 
小学館 2011.8 

本田 奈保さん 幼児教育学科 2回生 キャラクター折り紙あそび いしばし なおこ ブティック社 2012.9 

川代 夏未さん 幼児教育学科 2回生 ママが遺したいのちのレシピ ： 娘・はなへ 

安武 千恵、 

安武 はな 
角川書店 2012.4 

高村 奈都紀さん 幼児教育学科 2回生 ウォルト・ディズニーの言葉  ウォルト・ディズニー ぴあ 2012.2 

 

図書館トップページに戻る 

http://www.jin-ai.ac.jp/lib/


推薦者 所属 書名 著者名 出版社 出版年 

稲本 真生子さん 幼児教育学科 2回生 ラッシュライフ 伊坂 幸太郎 新潮社 2002.7 

中村 有紀さん 
幼児教育学科 

Ｈ24年度卒業生 
キケン 有川 浩 新潮社 2010.1 

入江 成美さん 幼児教育学科 2回生 天命探偵真田省吾 ： タイム・ラッシュ  神永 学 新潮社 2008.3 

小坂 瑞姫さん 幼児教育学科 2回生 テメレア戦記 Ⅰ～Ⅳ 

ナオミ・ノヴィク（著）、

那波 かおり（訳） 

ヴィレッジブ

ックス 

2007～

2011 

（P.N.） ゴンちゃん 女性の品格 ： 装いから生き方まで  坂東 眞理子 PHP研究所 2006.10 

 

図書館トップページに戻る 

http://www.jin-ai.ac.jp/lib/


 

新入生にお薦めしたいこの一冊！ 

推薦者 西野 陽子さん（幼児教育学科Ｈ24年度卒業生） 

書名 「大学時代」自分のために絶対やっておきたいこと 

著者名 千田 琢哉 

出版社 三笠書房 

発行年 2011.9 

備考 請求記号：159.7-SE 配架場所：3F閲覧室 000112909 

【お薦めのコメント】 

「読んで損はない」この一言です。 

私は千田さんの本を、仁短在学中に読んで、人生の考え方が色々と変わり

ました。すぐに読めてしまうので、読書が苦手な方にもおすすめです。 

仁短の図書館にも何冊かあります。 

どれかピンときたものを手に取ってみてはいかがでしょうか？ 

 

附属図書館記入欄 No.25-1-1 

 

 
↑ ページトップへ 

http://libw.jin-ai.ac.jp/jhkweb_JPN/service/b_detail.asp?RGTN=000112909


新入生にお薦めしたいこの一冊！ 

推薦者 森川 奈津子さん（幼児教育学科 2回生） 

書名 123人の家：Actus staff 123 homes 

著者名 Masanori Araki ed Actus 

出版社 アクタス 

発行年 2012.10 

備考 請求記号：597-HI 配架場所：4F閲覧室 000114538 

【お薦めのコメント】 

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。 

いよいよ新しい生活が始まりました。一人暮らしをする人も、そうでない

人にもおすすめしたい本がこの「123 人の家」。インテリアショップアク

タスで働いているスタッフのお宅の写真をまとめた一冊です。自分の部屋

を変えたいな、と参考にするのもよし、ただなんとなく眺めているだけで

もとても楽しい一冊だと思います。ぜひ一度手にとって見てください。 

 

附属図書館記入欄 No.25-1-2 

 
↑ ページトップへ 

http://libw.jin-ai.ac.jp/jhkweb_JPN/service/b_detail.asp?RGTN=000114538


新入生にお薦めしたいこの一冊！ 

推薦者 竹内 智美さん（幼児教育学科 2回生） 

書名 新人保育者物語さくら：保育の仕事がマンガでわかる 

著者名 村上かつら（作）、百瀬ユカリ（監修） 

出版社 小学館 

発行年 2011.8 

備考 請求記号：376.1-MU 配架場所：4F閲覧室 200014796 

【お薦めのコメント】 

この本は、新人保育者としての一年間が描かれています。保育実習とは 

全然違う、想像していたのとは違うと落ち込みながらも、先輩保育者に 

励まされ保育者として成長していく主人公さくら。さくらの姿は保育者と

いう仕事について知るきっかけとなると思います。また、私はこの本を 

読み、保育者には専門知識だけでなく、様々な力が必要であると感じ 

ました。保育者を目指し、勉強を始める人にぜひ読んで欲しい一冊です。 

 

附属図書館記入欄 No.25-1-3 

 
↑ ページトップへ 

http://libw.jin-ai.ac.jp/jhkweb_JPN/service/b_detail.asp?RGTN=200014796


新入生にお薦めしたいこの一冊！ 

推薦者 本田 奈保さん（幼児教育学科 2回生） 

書名 キャラクター折り紙あそび 

著者名 いしばし なおこ 

出版社 ブティック社 

発行年 2012.9 

備考 請求記号：754.9-I 配架場所：4F閲覧室 000114410 

【お薦めのコメント】 

私が新入生のみなさんにオススメしたい本は『キャラクター折り紙あそ

び』という本です。この本は、ミッキーやプーさん、キティなどの身近な

キャラクターが簡単にかわいく折れる折り紙の本です。 

私は幼児教育学科に在籍していますが、この折り紙は実習などでもこども

達に大人気でした。幼児教育学科に入学したみなさんは、ぜひ実際に 

折ってみて下さい。他の学科のみなさんも、ちょっとしたプレゼントに 

添えたりなど、役に立つことがあるかもしれません。とってもかわいい 

ので、ぜひ折ってみて下さいね。 

附属図書館記入欄 No.25-1-4 

↑ ページトップへ 

http://libw.jin-ai.ac.jp/jhkweb_JPN/service/b_detail.asp?RGTN=000114410


新入生にお薦めしたいこの一冊！ 

推薦者 川代 夏未さん（幼児教育学科 2回生） 

書名 ママが遺したいのちのレシピ：娘・はなへ 

著者名 安武 千恵、安武 はな 

出版社 角川書店 

発行年 2012.4 

備考 請求記号：916-YA 配架場所：4F閲覧室 000113478 

【お薦めのコメント】 

みなさんは毎日どのような食事をしていますか？ 

この本の主人公の安武千恵さんは、がんという病気と闘いながら娘のはな

ちゃんにたくさんのいのちのレシピを残しました。 

金スマなどの TV でもとりあげられた「はなちゃんのみそ汁」のレシピ

も書かれています。新生活を始めた今、この本を読んで自分の食事を 

見直してみてください。 

 

附属図書館記入欄 No.25-1-5 

 
↑ ページトップへ 

http://libw.jin-ai.ac.jp/jhkweb_JPN/service/b_detail.asp?RGTN=000113478


新入生にお薦めしたいこの一冊！ 

推薦者 高村 奈都紀さん（幼児教育学科 2回生） 

書名 ウォルト・ディズニーの言葉 

著者名 ウォルト・ディズニー 

出版社 ぴあ 

発行年 2012.2 

備考 （発注中） 

【お薦めのコメント】 

「夢」「挑戦」「失敗」「仕事」「ディズニーランド」「人生」の項目に分け

て、ウォルト・ディズニーの名言が書かれています。私のおすすめの名言

は、「旅をするときはいつも、周りの世界の音や景色を吸収するといい。」

です。いつもこのようなものを得ていたから、ディズニーランドも独特の

世界観を作り出すことができたのだと思います。この本を読むと、夢を 

実現できる勇気が湧いてくると思います。ぜひ読んでみてください。 

 

附属図書館記入欄 No.25-1-6 

 
↑ ページトップへ 



新入生にお薦めしたいこの一冊！ 

推薦者 稲本 真生子さん（幼児教育学科 2回生） 

書名 ラッシュライフ 

著者名 伊坂 幸太郎 

出版社 新潮社 

発行年 2002.7 

備考 請求記号：913.6-I 配架場所：4F閲覧室 000103783 

【お薦めのコメント】 

この物語は、若い女性画家、泥棒の男、神に憧れる青年、丌倫相手と再婚

を企むカウンセラー、職を失い途方に暮れる男、の 5 人のそれぞれの 

視点から物語が進みます。 

この 5 つの視点から書かれているストーリーは、ばらばらで関連がない

かのように見えて、物語の最後の方になると、いろいろなところが複雑に

繋がっていくので、最後まで面白く読めると思います。 

ぜひ、読んでみてください。 

附属図書館記入欄 No.25-1-7 

 
↑ ページトップへ 

http://libw.jin-ai.ac.jp/jhkweb_JPN/service/b_detail.asp?RGTN=000103783


新入生にお薦めしたいこの一冊！ 

推薦者 中村 有紀さん（幼児教育学科Ｈ24年度卒業生） 

書名 キケン 

著者名 有川 浩 

出版社 新潮社 

発行年 2010.1 

備考 請求記号：913.6-A 配架場所：4F閲覧室 000112353 

【お薦めのコメント】 

敵に回すと質が悪い、そんな評判のある成南電気工科大学の機械制御 

研究部、略して「機研（キケン）」というサークルがあった。「成南のユナ・

ボマー」の異名をもつ傍若無人で破天荒な部長・上野、その迫力と威圧感

で他を圧倒する「大魔神」大神、眼鏡をかけた「お店の子」元山など、 

一癖も二癖もある部員たちが引き起こす数々の騒動を描いた物語です。 

とても読みやすい作品なので、ぜひ読んでみてください。 

 

附属図書館記入欄 No.25-1-8 

 
↑ ページトップへ 

http://libw.jin-ai.ac.jp/jhkweb_JPN/service/b_detail.asp?RGTN=000112353


新入生にお薦めしたいこの一冊！ 

推薦者 入江 成美さん（幼児教育学科 2回生） 

書名 天命探偵真田省吾：タイム・ラッシュ 

著者名 神永 学 

出版社 新潮社 

発行年 2008.3 

備考 請求記号：913.6-KA-[1] 配架場所：4F 閲覧室 000113782 

【お薦めのコメント】 

人が死ぬ予知夢を見た志乃に依頼されて、その運命を変えようと奮闘する

真田をはじめとした＜ファミリー調査サービス＞の仲間の活躍が見所 

です。 

いったい誮が黒幕なのか、ぜひ推理しながら読んでみて下さい。 

 

附属図書館記入欄 No.25-1-9 

 

 

 

↑ ページトップへ 

http://libw.jin-ai.ac.jp/jhkweb_JPN/service/b_detail.asp?RGTN=000113782


新入生にお薦めしたいこの一冊！ 

推薦者 小坂 瑞姫さん（幼児教育学科 2回生） 

書名 テメレア戦記 （Ⅰ～Ⅳ） 

著者名 ナオミ・ノヴィク（著）、那波 かおり（訳） 

出版社 ヴィレッジブックス 

発行年 2007～2011 

備考 
請求記号：933.7-NO-1（～4） 配架場所：4F 閲覧室 

（Ⅰ）000113337    （Ⅱ）000113338 

（Ⅲ）000113339    （Ⅳ）000113340 

【お薦めのコメント】 

テメレア、それは誇り高きドラゴン。そんな見開きから始まるこの本は 

ドラゴン好き、ファンタジー好き、歴史好きにはたまらない本です。 

もしもドラゴンが存在していたならば･･･もしも、歴史の戦いがこうで 

あったならば･･･。どっしりとしたファンタジーを読みたい方にとっても

オススメ！かっこいい大人なキャプテンと、かっこいいけど子どもな 

ドラゴン。二人の物語をほんのちょっぴり、覗いてみませんか？ 

 

附属図書館記入欄 No.25-1-10 

 ↑ ページトップへ 

http://libw.jin-ai.ac.jp/jhkweb_JPN/service/b_detail.asp?RGTN=000113337
http://libw.jin-ai.ac.jp/jhkweb_JPN/service/b_detail.asp?RGTN=000113338
http://libw.jin-ai.ac.jp/jhkweb_JPN/service/b_detail.asp?RGTN=000113339
http://libw.jin-ai.ac.jp/jhkweb_JPN/service/b_detail.asp?RGTN=000113340


新入生にお薦めしたいこの一冊！ 

推薦者 （P.N.） ゴンちゃん 

書名 女性の品格：装いから生き方まで 

著者名 坂東 眞理子 

出版社 PHP研究所 

発行年 2006.10 

備考 請求記号：159.6-BA 配架場所：3F文庫・新書架 200011987 

【お薦めのコメント】 

友人に薦められ読みました。凛とした女性となるために、ビジネスにおい

てのマナー、品格のある話し方や言葉遣い、立ち振る舞いなど、これから

社会人になる私達にとって、とても参考になる事が書かれています。相手

に好印象を不え、好かれる人間になるために、人間の「品格」とは何なの

かを考える一冊となっています。 

是非読んでみて下さいね！ 

附属図書館記入欄 No.25-1-11 

 
↑ ページトップへ 

http://libw.jin-ai.ac.jp/jhkweb_JPN/service/b_detail.asp?RGTN=200011987

