
       

  書名 著者名 出版者 

1 むらさきのスカートの女    ※第 161回芥川賞受賞 今村夏子 朝日新聞出版 

2 渦 : 妹背山婦女庭訓魂結び   ※第 161回直木賞受賞 大島真寿美 文藝春秋 

3 百の夜は跳ねて 古市憲寿 新潮社 

4 美しき愚かものたちのタブロー 原田マハ 文藝春秋 

5 希望の糸 東野圭吾 講談社 

6 さよならの儀式 宮部みゆき 河出書房新社 

7 マジカルグランマ 柚木麻子 朝日新聞出版 

8 三体 劉慈欣 早川書房 

9 モンテーニュ : 人生を旅するための 7章 宮下志朗 岩波書店 

10 仏教入門 南直哉 講談社 

11 年表昭和・平成史 : 1926-2019 新版 (岩波ブックレット No. 1005) 中村政則, 森武麿編 岩波書店 

12 戦争の記憶 : コロンビア大学特別講義 : 学生との対話 キャロル・グラック 講談社 

13 独ソ戦 : 絶滅戦争の惨禍 大木毅 岩波書店 

14 南北戦争の時代 : 19世紀 (シリーズアメリカ合衆国史 2) 貴堂嘉之 岩波書店 

15 民事裁判入門 : 裁判官は何を見ているのか 瀬木比呂志 講談社 

16 しんがり 清武英利 講談社 

17 日本社会のしくみ : 雇用・教育・福祉の歴史社会学 小熊英二 講談社 

18 ナガサキ : 核戦争後の人生 スーザン・サザード みすず書房 

19 空の戦争史 田中利幸 講談社 

20 カガク力を強くする! 元村有希子 岩波書店 

21 トポロジー入門 : 奇妙な図形のからくり 都筑卓司 講談社  
↑の本は、3F・新着本コーナーに一定期間配架しています。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！ 
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国立西洋美術館誕生秘話 

疑い、調べ、考え、判断する力を身につけよう！ 

脱・理想のおばあちゃん！ 

国立西洋美術館誕生秘話 
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  書名 著者名 出版者 

22 抵抗を及ぼす媒質内での物体の運動 (プリンシピア自然哲学の数学的原理:第 2 編) アイザック・ニュートン 講談社 

23 安楽死・尊厳死を語る前に知っておきたいこと (岩波ブックレット No. 1006) 安藤泰至 岩波書店 

24 50歳を過ぎても体脂肪率 10%の名医が教える内臓脂肪を落とす最強メソッド 池谷敏郎 東洋経済新報社 

25 リハビリ : 生きる力を引き出す 長谷川幹 岩波書店 

26 麺の科学 : 粉が生み出す豊かな食感・香り・うまみ 山田昌治 講談社 

27 「カッコいい」とは何か 平野啓一郎 講談社 

 
●学生用推薦図書 
【機械工学コース】 

  書名 著者名 出版者 

1 海の姿を測る : 海洋計測の原理と進化する技術 海洋理工学会編 京都通信社 

 

【マネジメント工学コース】 

  書名 著者名 出版者 

1 データビジュアライゼーションの教科書 藤俊久仁, 渡部良一 秀和システム 

2 プロ直伝伝わるデータ・ビジュアル術 : Excelだけでは作れないデータ可視化レシピ 小林寿[ほか] 技術評論社 

3 小泉今日子書評集 小泉今日子 中央公論新社 

4 地方創生大全 木下斉 東洋経済新報社 

5 父が娘に語る美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話。 ヤニス・バルファキス ダイヤモンド社 

6 入門起業の科学 田所雅之 日経 BP社 

7 君たちが忘れてはいけないこと : 未来のエリートとの対話 佐藤優 新潮社 

8 東大教授が教えるヤバいマーケティング 阿部誠 KADOKAWA 

9 解決は 1行。 細田高広 三才ブックス 

 

あらゆる麺のヒミツ 

補助金頼みにしない、本当に有効な地方再生とは 

人を動かすマーケティング手法 



【生命環境コース】 

  書名 著者名 出版者 

1 虫と皮膚炎 : 皮膚炎をおこす虫とその生態/臨床像・治療・対策 : Dr.夏秋の臨床図鑑 夏秋優 学研メディカル秀潤社 

2 再生可能エネルギーによる地域づくり 白井信雄 環境新聞社 

3 土・牛・微生物 : 文明の衰退を食い止める土の話 デイビッド・モントゴメリー 築地書館 

4 大地の五億年 : せめぎあう土と生き物たち 藤井一至 山と溪谷社 

 

【共通】 

  書名 著者名 出版者 

1 日本語能力試験 N4直前対策ドリル&模試文字・語彙・文法 森本智子, 高橋尚子, 渡邉亜子 Jリサーチ出版 

2 日本語能力試験総合テキスト : ゼッタイ合格! N4 森本智子 [ほか] Jリサーチ出版 

3 「日本の伝統」という幻想 藤井青銅 柏書房 

4 かくれキリシタンの起源 : 信仰と信者の実相 中園成生 弦書房 

5 
向かいあう日本と韓国・朝鮮の歴史 近現代編 

歴史教育者協議会 (日本),   

全国歴史教師の会 (韓国) 編 
青木書店 

6 環 (めぐ) りの海 : 竹島と尖閣 : 国境地域からの問い 琉球新報, 山陰中央新報 岩波書店 

7 異端の試み : 日本経済史研究を読み解く 武田晴人 日本経済評論社 

8 サイエンスペディア 1000 ポール・パーソンズ ディスカヴァー・トゥエンティワン 

9 数学 (ビッグクエスチョンズ. The big questions) トニー・クリリー ディスカヴァー・トゥエンティワン 

10 物理 (ビッグクエスチョンズ. The big questions) マイケル・ブルックス ディスカヴァー・トゥエンティワン 

11 鉄道とトンネル 小林寛則, 山崎宏之 ミネルヴァ書房 

12 鉄道と観光の近現代史 老川慶喜 河出書房新社 

 

 

 

微生物の働きに注目 

キーワードで知る科学のすべて 

伝統に振り回されない！ 

各コースからの推薦図書は、3Ｆ・学生用推薦図書コーナーにあります。 
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！ 
場所がわからない、探してもみつからない時はとお気軽にカウンターへお尋ねください。 

 
 


