
書名 著者名 出版者

1 実践 自分で調べる技術 (岩波新書 新赤版 1853) 宮内泰介,上田昌文 岩波書店

2 脳から見るミュージアム (講談社現代新書2592) 中野信子,熊澤弘 講談社

3 認知バイアス (ブルーバックスB2152) 鈴木宏昭 講談社

4 さあ、才能(じぶん)に目覚めよう 新版 ストレング
ス・ファインダー2.0

トム・ラス 日本経済新聞社

5 ペルソナ　脳に潜む闇 (講談社現代新書2589) 中野信子 講談社

6 私たちはどんな世界を生きているか (講談社現代新
書2591)

西谷修 講談社

7 民主主義とは何か (講談社現代新書2590) 宇野重規 講談社

8 言論の不自由 : 香港、そしてグローバル民主主義に
いま何が起こっているのか

ジョシュア・ウォン,
ジェイソン・Y・ゴー 河出書房新社

9 アメリカ大統領選 (岩波新書 新赤版 1850) 久保文明,金成隆一 岩波書店

10 買い物難民対策で田舎を残す (岩波ブックレット:No. 1033) 村上稔 岩波書店

11 障害者とともに働く (岩波ジュニア新書 925) 藤井克徳,星川安之 岩波書店

12 多角形と多面体 (ブルーバックスB2153) 日比孝之 講談社

13 細胞とはなんだろう (ブルーバックスB-2154) 武村政春 講談社

14 免疫の守護者 (ブルーバックスB-2109) 坂口志文,塚﨑朝子 講談社

15 最新知見で新型コロナとたたかう (岩波ブックレット
No. 1034)

岡田晴恵 岩波書店

16 藤原定家 『明月記』の世界 (岩波新書 新赤版
1851)

村井康彦 岩波書店

17 三島由紀夫 悲劇への欲動 (岩波新書 新赤版 1852) 佐藤秀明 岩波書店

18 滅びの前のシャングリラ 凪良ゆう 中央公論新社
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【船舶】

1 追いつめられる海 井田徹治 岩波書店

2 海洋プラスチックごみ問題の真実 磯辺篤彦 化学同人

【機械】

1 物体・画像認識と時系列データ処理入門 チーム・カルポ 秀和システム

2 ラズパイとカメラで自習機械学習 佐藤聖 CQ出版

3 Excelでわかる機械学習超入門 涌井良幸, 涌井貞美 技術評論社

4 騒音・振動 (音響学講座4) 山本貢平編著 コロナ社

5 有限要素法解析 : 基礎と実践 野村大次, 岩崎博 丸善出版

6 機械力学 (Professional engineer library) 本江哲行編著 実教出版

7 実例で学ぶ機械力学・振動学 山本郁夫, 伊藤高廣 コロナ社

8 自作マニアのための小型モータ・パーフェクトブック マシュー・スカルピノ 技術評論社

9 コンピュータ搭載!Linuxオーディオの作り方
インターフェース

編集部編集
CQ出版

10 Raspberry Pi+AI電子工作超入門 吉田顕一 ソーテック社

11 MATLAB/Simulinkによる制御工学入門 川田昌克 森北出版

12 予算1万円でつくる二足歩行ロボット 中村俊幸 工学社

13 インナースペース : 地球の中を覗き見る 高川真一 東海大学出版会

【建築】

1 世界都市史事典 布野修司編 昭和堂

2 ザ・ネイチャー・オブ・オーダー
クリストファー・
アレグザンダー

鹿島出版会

3 まぼろしの奇想建築 (ナショナルジオグラフィック)
フィリップ・ウィ

ルキンソン
日経ナショナルジ
オグラフィック社
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4 哲学者の語る建築 : ハイデガー、オルテガ、ペゲラー、アドルノ
伊藤哲夫, 水田一征

編・訳
中央公論美術出

版

5 マニエリスムと近代建築 : コーリン・ロウ建築論選集 コーリン・ロウ 彰国社

6 「折り」の設計 ポール・ジャクソン
ビー・エヌ・エヌ

新社

【医療】

1 臨床医学総論 第2版 (臨床工学講座)
日本臨床工学技士教育

施設協議会監修 医歯薬出版

2 医用機械工学 第2版 (臨床工学講座) 嶋津秀昭, 馬渕清資 医歯薬出版

3 生体機能代行装置学血液浄化 第2版 (臨床工学テキスト) 海本浩一編著 東京電機大学出版局

4 第1種ME技術実力検定試験問題解説集　第25回
日本エム・イー学会

編

日本エム・イー
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

5
第2種ME技術実力検定試験全問解説 : 第37回〈平成
27年〉～第41回〈令和元年〉, 2020

第2種ME技術実力検定
試験問題研究会

学研メディカル秀
潤社

6 臨床工学技士国家試験問題解説集 第32回
日本臨床工学技士会

編

日本臨床工学技士
会国家試験問題解

説担当

【共通】

1 日本史概説 : 知る出会う考える 勝田政治 [ほか] 北樹出版

2 日本史の賢問愚問 中里裕司編 山川出版社

3 明日のための近代史 伊勢弘志 芙蓉書房出版

4 避けられた戦争 : 一九二〇年代・日本の選択 油井大三郎 筑摩書房

5 はじめての昭和史 (ちくまプリマー新書:356) 井上寿一 筑摩書房

6 戦争のなかの日本 戸部良一 千倉書房

7 教養としての歴史問題 前川一郎編著 東洋経済新報社

8 あなたとともに知る台湾 胎中千鶴 清水書院

9 東條英機 : 「独裁者」を演じた男 一ノ瀬俊也 文藝春秋

10 日本政治史 : 現代日本を形作るもの
清水唯一朗, 瀧井一博,

村井良太 有斐閣



11 先住民アイヌはどんな歴史を歩んできたか 坂田美奈子 清水書院

12 国境は誰のためにある? 中山大将 清水書院

13 近代日中関係史の中のアジア主義 馬場毅編 あるむ

14 元徴用工和解への道 内田雅敏 筑摩書房

15 これからの男の子たちへ 太田啓子 大月書店

16 感染症と私たちの歴史・これから 飯島渉 清水書院

17 感染症はぼくらの社会をいかに変えてきたのか 小田中直樹 日経BP

18 愛犬の日本史 : 柴犬はいつ狆と呼ばれなくなったか 桐野作人, 吉門裕 平凡社

19 特攻と日本軍兵士
広岩近広, 岩井忠正,

岩井忠熊 毎日新聞出版

【ラストページまで駆け抜けて】

10/27(火)～11/9(月)は

読書週間です♪
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