
書名 著者名 出版者

1 AI vs.教科書が読めない子どもたち 新井紀子 東洋経済新報社

2 クオリアと人工意識 茂木健一郎 講談社

3 岩波新書解説総目録 : 1938-2019 岩波新書編集部編 岩波書店

4 10代から考える生き方選び 竹信三恵子 岩波書店

5 日本人と山の宗教 菊地大樹 講談社

6 文字世界で読む文明論 鈴木董 講談社

7 景観からよむ日本の歴史 金田章裕 岩波書店

8 韓国歴史ドラマにもっと熱くなれる本 栗原景 高橋書店

9 「中国」の形成 : 現代への展望 岡本隆司 岩波書店

10 イスラームからヨーロッパをみる 内藤正典 岩波書店

11 コロナ後の世界を生きる : 私たちの提言 村上陽一郎編 岩波書店

12 ドキュメント強権の経済政策 軽部謙介 岩波書店

13 明子のピアノ : 被爆をこえて奏で継ぐ 中村真人 岩波書店

14 できちゃいました!フツーの学校
富士晴英とゆかいな

仲間たち
岩波書店

15 一人で思う、二人で語る、みんなで考える
追手門学院大学成熟

社会研究所編
岩波書店

16 大学キャリアセンターのぶっちゃけ話 沢田健太
ソフトバンクク
リエイティブ

17 LaTeX超入門 : ゼロからはじめる理系の文書作成術 水谷正大 講談社

18 時間は逆戻りするのか 高水裕一 講談社

19 リスクの正体 : 不安の時代を生き抜くために 神里達博 岩波書店

20 5G : 大容量・低遅延・多接続のしくみ 岡嶋裕史 講談社

21 農業新時代 : ネクストファーマーズの挑戦 文藝春 文藝春秋

22 アスリートの科学 久木留毅 講談社

23 TEDトーク : 世界最高のプレゼン術 [正]
ジェレミー・ドノ

バン
新潮社

24 凪に溺れる 青羽悠 PHP研究所

25 首里の馬 高山羽根子 新潮社

26 歩歩驚心 : 花萌ゆる皇子たち 上 桐華著/本多由季訳 新書館

27 すべての瞬間が君だった ハテワン マガジンハウス

28 ジョージ・オーウェル : 「人間らしさ」への讃歌 川端康雄 岩波書店

29 ザリガニの鳴くところ
ディーリア・オー

エンズ
早川書房
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夏休み前に借りに来てね♪



書名 著者名 出版者

1 津波の事典 縮刷版
首藤伸夫 [ほか]

編集
朝倉書店

書名 著者名 出版者

1 Excel最強の教科書 : 完全版 藤井直弥, 大山啓介 SBクリエイティブ

2 スラスラわかるPython 岩崎圭, 北川慎治 翔泳社

3
アコースティックイメージング (音響テクノロジーシ
リーズ15)

秋山いわき編著 コロナ社

4 圧電デバイスの有限要素モデルとシミュレーション 加川幸雄編 丸善出版

5 圧電現象 森田剛 森北出版

6 海がわかる57のはなし 藤岡換太郎 誠文堂新光社

7 数値流体解析の基礎 肖鋒, 長﨑孝夫 コロナ社

8 機械系の工業英語 (機械系教科書シリーズ9) 牧野州秀, 生水雅之 コロナ社

9 演習水力学 : 新装版
生井武文, 松尾一

泰監修
森北出版

10 信号処理教科書 : 不規則信号とフィルタ 原島博 コロナ社

11 デジタル信号処理の基礎 岡留剛 共立出版

書名 著者名 出版者

1
オペレーションズ・リサーチ (経営システム工学ライ
ブラリー8)

森雅夫, 松井知己 朝倉書店

書名 著者名 出版者

1 歴史学の思考法 : 東大連続講義
東京大学教養学部
歴史学部会編

岩波書店

2 サピエンス全史  下
ユヴァル・ノア・

ハラリ
河出書房新社

3 帝国航路 (エンパイアルート) を往く 木畑洋一 岩波書店

4 「連動」する世界史 : 19世紀世界の中の日本 南塚信吾 岩波書店

5 日本史のミカタ 井上章一, 本郷和人 祥伝社

6 近世史講義 : 女性の力を問いなおす 高埜利彦編 筑摩書房

7 歴史に向きあう : 未来につなぐ近現代の歴史 黒沢文貴 東京大学出版会

8 日本史からの問い : 比較革命史への道 三谷博 白水社

共通教育部門

学生用推薦図書

各コースの先生が選書した、学生さんへのおすすめ本です。

建築学コース

機械工学コース

マネジメント工学コース



9 専門研究者が見る戦争への道 (昭和史講義2) 筒井清忠編 筑摩書房

10 リーダーを通して見る戦争への道 (昭和史講義3) 筒井清忠編 筑摩書房

11 告白 : 岐阜・黒川満蒙開拓団73年の記録
川恵実, NHK ETV

特集取材班
かもがわ出版

12 証言沖縄スパイ戦史 三上智恵 集英社

13 日本経済史 武田晴人 有斐閣

14 Creative schools
ケン・ロビンソ
ン, ルー・アロニ

カ
東洋館出版社

15 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ 新潮社

16
自分を知る・社会を知る・未来を考える : 大学生の
ためのキャリアデザイン

川﨑友嗣編著 ミネルヴァ書房

17 人間はどこまで動物か : 新しい人間像のために
アドルフ・ポルト

マン
岩波書店

18 N1単語3000 (はじめての日本語能力試験) アークアカデミー アスク出版

19
N1単語3000 : 韓国語・ベトナム語訳+赤シート 韓国
語・ベトナム語版 (はじめての日本語能力試験)

アークアカデミー アスク出版

20 N2単語2500 (はじめての日本語能力試験) アークアカデミー アスク出版

21 大学1年生のための伝わるレポートの書き方 都筑学 有斐閣

上記の本は

学生用推薦図書コーナーにあります。

場所がわからない場合は、

お気軽にスタッフにお尋ねください。


