
    
      

  書名 著者名 出版者 

1 ミシェル・フーコー : 自己から脱け出すための哲学 慎改康之 岩波書店 

2 錯視のしくみ : イラストレイテッド 北岡明佳 朝倉書店 

3 20 世紀アメリカの夢 : 世紀転換期から一九七〇年代 中野耕太郎 岩波書店 

4 民主主義は終わるのか : 瀬戸際に立つ日本 山口二郎 岩波書店 

5 日本経済 30年史 : バブルからアベノミクスまで 山家悠紀夫 岩波書店 

6 未来予測入門 上田篤盛 講談社 

7 年金「最終警告」 島澤諭 講談社 

8 外国人労働者受け入れを問う 新版 宮島喬, 鈴木江理子 岩波書店 

9 過労死 110番 森岡孝二, 大阪過労死問題連絡会(編) 岩波書店 

10 数の概念 高木貞治 講談社 

11 「ファインマン物理学」を読む : 量子力学と相対性理論を中心として 普及版 竹内薫 講談社 

12 カラー図解人体誕生 山科正平 講談社 

13 統合失調症 村井俊哉 岩波書店 

14 ウォーキングの科学 能勢博 講談社 

15 カフェの空間学 : 世界のデザイン手法 加藤匡毅, Puddle 学芸出版社 

16 マンガでわかる電気 藤瀧和弘著/マツダ作画 オーム社 

17 マンガでわかる電気回路 飯田芳一 オーム社 

18 オペラ入門 許光俊 講談社 

19 言い訳 : 関東芸人はなぜ M-1で勝てないのか 塙宣之 集英社 

20 レギュラーになれないきみへ 元永知宏 岩波書店 

21 日曜俳句入門 吉竹純 岩波書店 

22 閉鎖病棟 帚木蓬生 新潮社 

23 生命式 村田沙耶香 河出書房新社 

2019 年 11月 の 新 着 図 書 

 
 

起業業績や暮らしの変化を見てみる 

補欠の力を探る 

運動は苦手、足腰が痛くても始められるウォーキング 

過労死を死語にしたい 



●学生用推薦図書 
【機械工学コース】 

  書名 著者名 出版者 

1 統計的パターン認識と判別分析 栗田多喜夫, 日高章理 コロナ社 

2 弾性表面波・圧電振動型センサ 近藤淳, 工藤すばる コロナ社 

3 解答力を高める : 機械 4力学基礎演習 : 材料力学,機械力学・振動・制御,熱力学, 

流体力学 : 「技術系公務員・技術士試験」 
土井正好 コロナ社 

4 精密機器における機械振動のトラブル対策 涌井伸二, 羽持満 コロナ社 

5 その常識は本当かこれだけは知っておきたい : 実用オーディオ学 岡野邦彦 コロナ社 

 

 

【建築学コース】 

  書名 著者名 出版者 

1 Villa 1 (Le Corbusier plans impressions:vol.1) Echelle-1, Fondation Le Corbusier 編著 建築資料研究社 

2 Villa 2 (Le Corbusier plans impressions:vol.2) Echelle-1, Fondation Le Corbusier 編著 建築資料研究社 

3 集合住宅 (Le Corbusier plans impressions:vol.3) Echelle-1, Fondation Le Corbusier 編著 建築資料研究社 

4 Unité d'Habitation (Le Corbusier plans impressions:vol.4) Echelle-1, Fondation Le Corbusier 編著 建築資料研究社 

5 インテリア : 住宅編補遺 (Le Corbusier plans impressions:vol.5) Echelle-1, Fondation Le Corbusier 編著 建築資料研究社 

6 展示空間 (Le Corbusier plans impressions:vol.6) Echelle-1, Fondation Le Corbusier 編著 建築資料研究社 

7 Prières (Le Corbusier plans impressions:vol.7) Echelle-1, Fondation Le Corbusier 編著 建築資料研究社 

8 Ville (Le Corbusier plans impressions:vol.8) Echelle-1, Fondation Le Corbusier 編著 建築資料研究社 

9 アルベルティ : 1404-1472 (イタリア・ルネサンス建築史ノート 2) 福田晴虔 中央公論美術出版 

10 ブラマンテ : 1444-1514 (イタリア・ルネサンス建築史ノート 3) 福田晴虔 中央公論美術出版 

 

 

限られた資金と時間でよい音を手にするには 



【共通教育】 

  書名 著者名 出版者 

1 天地始まりの聖地 : 長崎外海の潜伏・かくれキリシタンの世界 松川隆治 [ほか] 編 批評社 

2 近現代日本史との対話 戦中・戦後-現在編 成田龍一 集英社 

3 近現代日本史との対話 幕末・維新-戦前編 成田龍一 集英社 

4 日本近現代史講義 : 成功と失敗の歴史に学ぶ 山内昌之, 細谷雄一編著 中央公論新社 

5 歴史戦と思想戦 : 歴史問題の読み解き方 山崎雅弘 集英社 

6 長崎の岬 : 日本と世界はここで交わった : 緊急出版ブックレットシンポジウム 

「長崎県庁跡地を考える」報告書 
片峰茂監修 

長崎県庁跡地遺構を考え

る会 

7 公文書は誰のものか? : 公文書管理について考えるための入門書 榎澤幸広, 清末愛砂編集代表 現代人文社 

8 長崎・あの日を忘れない : 原爆を体験した目や耳の不自由な人たちの証言 平田勝政編著 長崎文献社 

9 ここからセクハラ! : アウトがわからない男、もう我慢しない女 牟田和恵 集英社 

10 この国の不寛容の果てに : 相模原事件と私たちの時代 雨宮処凛編著 大月書店 

11 大学・大学院留学生の日本語 改訂版 4 論文作成編 アカデミック・ジャパニーズ研究会編著 アルク 

12 一発合格!日本語能力試験 N2【完全攻略】テキスト&実践問題集 インターカルト日本語学校 ナツメ社 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3F・新着本コーナーと学生用推薦図書コーナーに一並べています。 
 
貸出中の場合はカウンター or マイライブラリから予約ができます。 
 
場所がわからない・棚を探してもみつからない場合は、お気軽に 
カウンターへお尋ねください(^^) 
 

歴史問題にまつわる欺瞞とトリック 

論文に必要な書く力を習得しよう！ 


