
書名 著者 出版者
1 夜が明ける 西加奈子 新潮社
2 闇祓 辻村深月 KADOKAWA
3 東大と野球部と私 : 勝つために大切なことは何か 桑田真澄 祥伝社
4 Pythonで文書処理 : 資料のPDF化、文字認識、検索、その他さまざまな作業をプログラミングで解決 北山洋幸 カットシステム
5 江戸の学びと思想家たち (岩波新書:新赤版 1903) 辻本雅史 岩波書店
6 個性学入門 : 個性創発の科学 保前文高, 大隅典子編 朝倉書店
7 頼朝と義時 : 武家政権の誕生 (講談社現代新書:2636) 呉座勇一 講談社
8 アウシュヴィッツ生還者からあなたへ : 14歳、私は生きる道を選んだ (岩波ブックレット:No. 1054) リリアナ・セグレ 岩波書店
9 パンデミック時代のSDGsと国際貢献 : 2030年のゴールに向けて 北脇秀敏 [ほか] 編 朝倉書店
10 視覚化する味覚 : 食を彩る資本主義  (岩波新書:新赤版 1902) 久野愛 岩波書店
11 なぜ僕らは働くのか 池上彰監修 学研プラス
12 大人のいじめ (講談社現代新書:2640) 坂倉昇平 講談社
13 親を頼らないで生きるヒント : 家族のことで悩んでいるあなたへ (岩波ジュニア新書:942) コイケジュンコ 岩波書店
14 AI×データ時代の「教育」戦略 渡部信一 大修館書店
15 数理の窓から世界を読みとく : 素数・AI・生物・宇宙をつなぐ (岩波ジュニア新書:943) 初田哲男, 柴藤亮介編著 岩波書店
16 Pythonと実例で学ぶ微分方程式 : はりの方程式から感染症の数理モデルまで 神永正博 コロナ社
17 確率的ゲーム理論 (シリーズ情報科学における確率モデル:8) 菊田健作 コロナ社
18 電子を見れば化学はわかる 新訂版 (ブルーバックス:B-2185. 暗記しないで化学入門) 平山令明 講談社
19 図解 : 人類の進化 : 猿人から原人、旧人、現生人類へ (ブルーバックス:B-2186) 斎藤成也編著 講談社
20 医療崩壊 : 真犯人は誰だ (講談社現代新書:2642) 鈴木亘 講談社
21 つり合いから読み解く材料力学 藤岡照高 コロナ社
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痛く、苦しい、深い闇…。「俺」たちの人生に希望はあるか？

将来に不安を抱えた中学生が、ある本との出合いで成長する



22 よくわかる最新機械工学の基本と仕組み (How-nual図解入門) 小峯龍男 秀和システム
23 ロボットと人間 : 人とは何か (岩波新書:新赤版 1901) 石黒浩 岩波書店
24 よくわかる最新船舶の基本と仕組み 第4版 (How-nual図解入門) 川崎豊彦 秀和システム
25 俗語百科事典 米川明彦 朝倉書店
26 詩とは何か (講談社現代新書:2641) 吉増剛造 講談社

【学生用推薦図書】

書名 著者名 出版者
1 統計ソフトRによる多次元データ処理入門 (実用理工学入門講座) 村上純 [ほか] 日新出版
2 音の大研究 : 性質・役割から意外な活用法まで (楽しい調べ学習シリーズ) 戸井武司監修 PHP研究所
3 圧縮性流体の計測と制御 : 空気圧・ガス圧工学解析入門 第2版 (初歩と実用シリーズ) 香川利春, 蔡茂林 日本工業出版
<マネジメント＞

書名 著者名 出版者
1 経済学のためのゲーム理論入門 ロバート・ギボンズ [著] 岩波書店
2 ゲームと情報の経済分析 改訂版 基礎編 エリック・ラスムセン 九州大学出版会
3 数学が好きになる数の物語100話 コリン・スチュアート ニュートンプレス

4 その数学が戦略を決める (文春文庫:[S-3-1]) イアン・エアーズ 文藝春秋
5 意思決定分析と予測の活用 : 基礎理論からPython実装まで 馬場真哉 講談社
6 分析者のためのデータ解釈学入門 江崎貴裕 ソシム
7 運は数学にまかせなさい (ハヤカワ文庫:NF369. [〈数理を愉しむ〉シリーズ]) ジェフリー・S.ローゼンタール 早川書房
8 マルコフ決定過程 : 理論とアルゴリズム (シリーズ情報科学における確率モデル:4) 中出康一 コロナ社
9 統計・防災・環境情報がひと目でわかる地図の作り方 改訂新版 朝日孝輔 [ほか] 技術評論社

＜機械＞

改まった場では使いにくい俗語の豊かな世界をテーマごとに楽しむ



書名 著者名 出版者
1 教養のグローバル・ヒストリー : 大人のための世界史入門 北村厚 ミネルヴァ書房
2 ものがつなぐ世界史 (MINERVA世界史叢書:5) 桃木至朗責任編集 ミネルヴァ書房
3 20世紀のグローバル・ヒストリー : 大人のための現代史入門 北村厚 ミネルヴァ書房
4 歴史からひもとく竹島/独島領有権問題 (歴史総合パートナーズ:15) 坂本悠一 清水書院
5 武士の時代はどのようにして終わったのか (歴史総合パートナーズ:14) 池田勇太 清水書院
6 核のある世界とこれからを考えるガイドブック (RECNA叢書:5) 中村桂子 法律文化社
7 戦争をしないための8つのレッスン : 二十一世紀平和学の課題 高原孝生編 晃洋書房
8 佐世保編 (軍港都市史研究:5) 北澤満編 清文堂出版

＜共通＞

【開館時間のお知らせ】

●12/24(金)まで

平日 8：30 - 20：00

土曜日 9：00 - 12：00

日祝日 休館

●12/25(土)から1/10(月)まで

平日 8：30 - 16：55

土日祝 休館

※12/28(火)から1/5(水)は休館します。

2021年は12/27(月)まで

2022年は1/6(木)から
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