
書名 著者 出版者

1 マスカレード・イブ 東野圭吾 集英社

2 ミカエルの鼓動 柚月裕子 文藝春秋

3 作ってわかる!アンサンブル学習アルゴリズム入門 坂本俊之 C&R研究所

4 AIの時代を生きる : 未来をデザインする創造力と共感力 (岩波ジュニア新書941)  美馬のゆり 岩波書店

5 空気を読む人読まない人 : 人格系と発達系のはなし (講談社現代新書2637) 老松克博 講談社

6 最澄と徳一 : 仏教史上最大の対決 (岩波新書:新赤版1899) 師茂樹 岩波書店

7 早すぎた男 : 南部陽一郎物語　時代は彼に追いついたか (ブルーバックスB-2183) 中嶋彰 講談社

8 酔鯨 山内容堂の軌跡 : 土佐から見た幕末史 (講談社現代新書2639) 家近良樹 講談社

9 〈弱さ〉を〈強み〉に : 突然複数の障がいをもった僕ができること (岩波新書:新赤版1898) 天畠大輔 岩波書店

10 遊郭と日本人 (講談社現代新書2638) 田中優子 講談社

11 うんち学入門　生き物にとって「排泄物」とは何か (ブルーバックスB-2106) 増田隆一 講談社

12 呼吸の科学 : いのちを支える驚きのメカニズム (ブルーバックスB-2184) 石田浩司 講談社

13 睡眠こそ最強の解決策である マシュー・ウォーカー SBクリエイティブ

14 新型コロナと向き合う : 「かかりつけ医」からの提言 (岩波新書:新赤版1900) 横倉義武 岩波書店

15 もっと自由に駆け抜けろ あめんぼぷらす KADOKAWA

16 森の日本史 (岩波ジュニア新書939) 黒瀧秀久 岩波書店

17 トットちゃんと訪ねた子どもたち (岩波ブックレット:No. 1053) 田沼武能 岩波書店

18 そこそこやるか、そこまでやるか : パナソニック専務から高校野球監督になった男のリーダー論 鍛治舍巧 毎日新聞出版

19 彼方への挑戦 松山英樹 徳間書店
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医療とは、命の重さとは

マスターズ制覇の知られざるエピソードとは



【学生用推薦図書】

書名 著者名 出版者

1 船舶の転覆と復原性 慎燦益 成山堂書店

書名 著者名 出版者

1 Pythonで学ぶ音声認識 (機械学習実践シリーズ) 高島遼一 インプレス

2 Pythonで学ぶ音源分離 (機械学習実践シリーズ) 戸上真人 インプレス

3 シゴトがはかどるPython自動処理の教科書 クジラ飛行机 マイナビ出版

4 理論物理学のための幾何学とトポロジー1 中原幹夫 日本評論社

5 理論物理学のための幾何学とトポロジー2 中原幹夫 日本評論社

6 圧縮性流体力学 : 内部流れの理論と解析 第2版 松尾一泰 オーム社

7 実践機械システムの振動 : 実機振動問題の簡易解析 松下修己, 小林正生 コロナ社

8 航空力学の基礎 第3版 牧野光雄 産業図書

9 Pythonで学ぶフーリエ解析と信号処理 神永正博 コロナ社

10 受動歩行ロボットのすすめ : 重力だけで2足歩行するロボットのつくりかた 衣笠哲也, 大須賀公一, 土師貴史 コロナ社

<マネジメント＞

書名 著者名 出版者

1 この世で一番おもしろい統計学 : 誰も「データ」でダマされなくなるかもしれない16講+α アラン・ダブニー ダイヤモンド社

2 たまたま : 日常に潜む「偶然」を科学する レナード・ムロディナウ ダイヤモンド社

3 地理情報科学 : GISスタンダード 浅見泰司 [ほか] 編 古今書院

4 GISを使った主題図作成講座 : 地域情報をまとめる・伝える 島﨑彦人 [ほか] 古今書院

5 空間解析入門 : 都市を測る・都市がわかる 貞広幸雄, 山田育穂, 石井儀光編集 朝倉書店

＜船舶＞

＜機械＞

成功も失敗も「偶然」



書名 著者名 出版者

1 データ・リテラシー : フェイクニュース時代を生き抜く (光文社新書:1062) マーティン・ファクラー 光文社

2 歴史認識日韓の溝 : 分かり合えないのはなぜか (ちくま新書:1565) 渡辺延志 筑摩書房

3 今と昔の長崎に遊ぶ
増﨑英明編著/長崎大学地域文化

研究会著
九州大学出版会

4 長与専斎 (長崎偉人伝) 小島和貴 長崎文献社

5 立花隆長崎を語る 長崎文献社編集部編集 長崎文献社

6 悲劇の世界遺産 : ダークツーリズムから見た世界 (文春新書:1313) 井出明 文藝春秋

7 長崎のトリセツ (地図で読み解く初耳秘話) 昭文社

8 ながさき開港450年めぐり : 田川憲の版画と歩く長崎の町と歴史 下妻みどり 長崎文献社

9 日本政治史講義 : 通史と対話 御厨貴, 牧原出 有斐閣

10 「日韓」のモヤモヤと大学生のわたし
一橋大学社会学部加藤圭木ゼミ

ナール編
大月書店

11 平和の翼と波を広げる : 現在・過去・未来
長崎大学・ICU共同研究プロ

ジェクト編
長崎文献社

12 デタラメ : データ社会の嘘を見抜く カール・T・バーグストロームほか
日経BP日本経済新聞出

版本部

13 フェイクニュースがあふれる世界に生きる君たちへ : 世界を信じるためのメソッド 増補新版 森達也 ミツイパブリッシング

14 フェイクニュースを科学する : 拡散するデマ、陰謀論、プロパガンダのしくみ 笹原和俊 化学同人

15 さよなら、男社会 尹雄大 亜紀書房

16 ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた
一橋大学社会学部佐藤文香ゼミ

生一同
明石書店

17 女性差別はどう作られてきたか (集英社新書:1052B) 中村敏子 集英社

18 日本の包茎 : 男の体の200年史 (筑摩選書:0205) 澁谷知美 筑摩書房

19 時間の日本史 : 日本人はいかに「時」を創ってきたのか 佐々木勝浩 [ほか] 小学館

20 遠い海から来たCoo (クー) (角川文庫) 景山民夫 角川書店

＜共通＞

新型デタラメは見抜きにくい。されど…

地形、交通、歴史や文化をざっくりと


