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  書名 著者名 出版者 

1 勉強の哲学 千葉雅也 文芸春秋 

2 異常検知と変化検知 井手剛, 杉山将 講談社 

3 戦争の日本古代史 倉本一宏 講談社 

4 明治維新と幕臣 門松秀樹 中央公論新社 

5 鏡が語る古代史 岡村秀典 岩波書店 

6 広岡浅子 : 新時代を拓いた夢と情熱 『歴史読本』編集部(編) KADOKAWA 

7 習近平の中国 : 百年の夢と現実 林望 岩波書店 

8 共謀罪の何が問題か 高山佳奈子 岩波書店 

9 偽りの経済政策 : 格差と停滞のアベノミクス 服部茂幸 岩波書店 

10 真説・企業論 : ビジネススクールが教えない経営学 中野剛志 講談社 

11 中学生になったら 宮下聡 岩波書店 

12 質問する、問い返す 名古谷隆彦 岩波書店 

13 理系大学生活ハンドブック 原田淳 化学同人 

14 家庭教育は誰のもの? 木村涼子 岩波書店 

15 三つの石で地球がわかる 藤岡換太郎 講談社 

16 霊長類 : 消えゆく森の番人 井田徹治 岩波書店 

17 自閉症の世界 : 多様性に満ちた内面の真実 スティーブ・シルバーマン 講談社 

18 東芝解体 : 電機メーカーが消える日 大西康之 講談社 

19 レスポンシブ Webデザイン 菊池崇 アスキー・メディアワークス 

20 人はどのように鉄を作ってきたか 永田和宏 講談社 

 



  書名 著者名 出版者 

21 お茶の科学 大森正司 講談社 

22 みんなの朝ドラ 木俣冬 講談社 

23 大学生と留学生のための論文ワークブック 浜田麻里, 平尾得子, 由井紀久子 くろしお出版 

24 幻庵 （上・下） 百田尚樹 文藝春秋 

25 夜の谷を行く 桐野夏生 文藝春秋 

26 劇場 又吉直樹 新潮社 

27 後悔と真実の色 貫井徳郎 幻冬舎 

28 宿命と真実の炎 貫井徳郎 幻冬舎 

29 もっとヘンな論文 サンキュータツオ KADOKAWA 

30 脳はなにげに不公平 パテカトルの万脳薬 池谷裕二 朝日新聞出版 

31 脳を守ろう 脳梗塞・認知症を予防するために 岩田誠 岩波書店 

32 初めての建築設計ステップ・バイ・ステップ 川北健雄 [ほか] 編著 彰国社 

33 アクティビティを設計せよ! (エスキスシリーズ 01) 小嶋一浩編著 彰国社 

34 建築構成の手法(エスキスシリーズ 02) 小林克弘編著 彰国社 

35 建築のアイデアをどうまとめていくか? (エスキスシリーズ 03) 大野秀敏編著 彰国社 

36 1984年の UWF 柳沢健 文芸春秋 

37 第一級陸上無線技術士試験やさしく学ぶ無線工学 B 吉川忠久 オーム社 

 

 

 
 

３F・新着本コーナーに一定期間配架しています。 
 
場所がわからない、棚を探してもみつからない場合は、ご遠慮なくカウンターへお尋ね下さい。 
 
貸出中の本は、カウンターもしくはマイライブラリから予約ができます。 
 
 
 
 



学生用推薦図書 
【船舶工学コース】 

 

 

【機械工学コース】 

 

 

【医療工学コース】 

 
 

 書名 著者名 出版者 

1 あふれる元気!しらせの絶品力めし 海上自衛隊協力 : 田村つぼみ監修 日東書院本社 

2 深海でサンドイッチ : 「しんかい 6500」支援母船「よこすか」の食卓 平井明日菜, 上垣喜寛 こぶし書房 

 書名 著者名 出版者 

1 光学的可視化法 (可視化情報ライブラリー3) 可視化情報学会編 朝倉書店 

2 構造振動学 千葉正克, 小沢田正 共立出版 

3 The unofficial LEGO Technic builder's guide Second edition hbk. Paweł "Sariel" Kmieć No Starch Press 

4 流体工学 (機械工学便覧 基礎編α4) 日本機械学会編 日本機械学会 

5 特集音・振動をやりこめろ! (モーターファン別冊. Motor Fan illustrated Vol.121)   三栄書房 

6 宇宙ロケット工学入門 宮澤政文 朝倉書店 

 書名 著者名 出版者 

1 
第 1種 ME技術実力検定試験問題解説集 第 22 回   

日本生体医工学会第 1種 ME技術実力検定

試験講習会・テキスト作成委員会 

2 第 2種 ME技術実力検定試験問題集 日本生体医工学会編 日本生体医工学会 

3 第 29回-第 38回   

３F・学生推薦図書コーナーに並べています。貸出中の場合はカウンターもしくはマイライブラリから予約ができます。 



【建築工学コース】 

 
【共通】   

 書名 著者名 出版者 

1 工学のための VBAプログラミング基礎 村木正芳 東京電機大学出版局 

2 理系のための口頭発表術 ロバート・R・H・アンホルト 講談社 

3 最新建設業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 阿部守 秀和システム 

4 数値シミュレーションで考える構造解析  ソフトで学ぶ非線形解

析と応答解析 
吉川弘道, 青戸拡起, 甲斐義隆 建通新聞社 

5 建築概論    建築への道しるべ 大川邦彦 ジェイアール東日本建築設計事務所 

6 新米建築士の教科書 飯塚豊 秀和システム 

7 建築工事 (ゼロからはじめる建築知識 08) area045『建築工事』編纂チーム エクスナレッジ 

8 木構造 増補改訂カラー版 山辺豊彦 エクスナレッジ 

9 手描きで映える【簡単】プレゼンスケッチ 村山隆司 エクスナレッジ 

10 建築系学生のための卒業設計の進め方 日本建築学会編 井上書院 

11 ラクラク建築模型マニュアル 最新版   エクスナレッジ 

12 日本のビルベスト 100 @関西人 エクスナレッジ 

13 こんなにおもしろい建築士の仕事 石井大一朗 中央経済社 

14 建築士の資格が活かせるお仕事ガイド  建築知識編 エクスナレッジ 

 書名 著者名 出版者 

1 詭弁論理学 改版 野崎昭弘 中央公論新社 

2 闇を照らす : なぜ子どもが子どもを殺したのか 長崎新聞社報道部少年事件取材班 長崎新聞社 

3 ロボティクス最前線 日経産業新聞編 日本経済新聞出版社 

３F・学生推薦図書コーナーに並べています。貸出中の場合はカウンターもしくはマイライブラリから予約ができます。 


