
11 月 の 新 着 図 書 
  書名 著者名 出版者 

1 サイレント・ブレス 南杏子 幻冬舎 

2 明日の食卓 椰月美智子 KADOKAWA 

3 入門者の Linux 奈佐原顕郎 講談社 

4 読書と日本人 津野海太郎 岩波書店 

5 弘法大師空海と出会う 川崎一洋 岩波書店 

6 げんきな日本論 橋爪大三郎, 大澤真幸 講談社 

7 井伊直虎 : 女領主・山の民・悪党 夏目琢史 講談社 

8 紛争・対立・暴力 : 世界の地域から考える 西崎文子, 武内進一(編著) 岩波書店 

9 経済学のすすめ : 人文知と批判精神の復権 佐和隆光 岩波書店 

10 ルポ難民追跡 : バルカンルートを行く 坂口裕彦 岩波書店 

11 兵器と大学 : なぜ軍事研究をしてはならないか 池内了, 小寺隆幸(編) 岩波書店 

12 研究するって面白い! : 科学者になった 11人の物語 伊藤由佳理(編著) 岩波書店 

13 宇宙は「もつれ」でできている ルイーザ・ギルダー 講談社 

14 OpenFOAMによる熱移動と流れの数値解析 オープン CAE 学会(編) 森北出版 

15 40歳からの「認知症予防」入門 伊古田俊夫 講談社 

16 不要なクスリ無用な手術 富家孝 講談社 

17 電気回路の基礎 第 3版 続 西巻正郎, 森武昭, 荒井俊彦 森北出版 

18 自家用電気設備の保守・管理よくわかる測定実務 : カラー版 田沼和夫 オーム社 

19 最新パワーエレクトロニクス入門 小山純 [ほか] 朝倉書店 

20 魚と日本人 濱田武士 岩波書店 

21 現代美術コレクター  高橋龍太郎 講談社 

22 期待はずれのドラフト 1位 元永知宏 岩波書店 

23 怖いくらい通じるカタカナ英語の法則 池谷裕二 講談社 



〈学生用推薦図書・機械〉 

  書名 著者名 出版者 

1 はじめての ParaView (パラビュー) : 改訂版 (I/O books) 林真・I/O編集部(編) 工学社 

2 最適化手法の基礎 : 力学モデルによる理解と実装 相吉英太郎,岡本卓, 安田恵一郎 森北出版 

3 音のなんでも小事典 日本音響学会(編) 講談社 

4 光技術入門 第 2版 堀内敏行 東京電機大学出版局 

5 非線形系のダイナミクス : 非線形現象の解析入門  日本機械学会(編) コロナ社 

6 圧縮性流体力学 (航空宇宙工学テキストシリーズ) 日本航空宇宙学会(編) 丸善出版 

7 振動の考え方・とらえ方 井上喜雄 [ほか] オーム社 

8 熱流体力学 : 基礎から数値シミュレーションまで 中山顕, 桑原不二朗, 許国良 共立出版 

9 例題で学ぶ機械振動学 小寺忠, 矢野澄雄 森北出版 

10 はじめての機械要素 吉本成香 森北出版 

11 はじめての CAE 榎戸正一 ベリテ 

12 はじめての自動車運動学 : 力学の基礎から学ぶクルマの動き 竹原伸 森北出版 

 

〈学生用推薦図書・生命〉 

  書名 著者名 出版者 

1 エネルギー管理士試験熱分野徹底研究 改訂 2版 不動弘幸 オーム社 

2 法規・管理(計量関係法規/計量管理概論) 平成 24年～26年  (国家試験問題解

答と解説 4 一般計量士・環境計量士) 

  コロナ社 

 

 

 

 

 



〈学生用推薦図書・共通〉 

  書名 著者名 出版者 

1 近代日本と東南アジア 後藤乾一 岩波書店 

2 「戦争」の終わらせ方 原田敬一 新日本出版社 

3 戦争まで 歴史を決めた交渉と日本の失敗 加藤陽子 朝日出版社 

4 キーワードで読む現代日本社会 第 2版 中西新太郎, 蓑輪明子(編著) 旬報社 

5 18歳からの選択 : 社会に出る前に考えておきたい 20のこと 上木原弘修, 横尾俊成, 後藤
寛勝 

フィルムアート社 

6 止めよう!市民監視(アベノリスク)五本の矢 海渡雄一(編著) 樹花舎 

7 マイナンバーはこんなに恐い! 黒田充 日本機関紙出版センター 

8 マイナンバー制度の設計にたずさわったコンサルタントが書いた知って
おくと絶対損しない!マイナンバー 

梅屋真一郎 ダイヤモンド社 

9 18歳からわかる平和と安全保障のえらび方 梶原渉 [ほか] (編) 大月書店 

10 あたらしい憲法草案のはなし 自民党の憲法改正草案を爆発的に

ひろめる有志連合 

太郎次郎社エディタス 

11 18歳からの格差論 井手英策(著)・田淵正敏 [画] 東洋経済新報社 

12 奨学金借りる?借りない?見極めガイド 久米忠史 合同出版 

13 科学者は戦争で何をしたか 益川敏英 集英社 

14 生き抜け、その日のために : 長崎の被差別部落とキリシタン 高山文彦 解放出版社 

15 TOEICテスト公式問題集 : 新形式問題対応編 Educational Testing Service 国際ビジネスコミュニケ

ーション協会 

16 TOEIC speaking & writing公式テストの解説と練習問題 Educational Testing Service 国際ビジネスコミュニケ

ーション協会 

17 公式 TOEIC Listening & Reading 問題集 1 Educational Testing Service 国際ビジネスコミュニケ

ーション協会 

18 英検 5級過去 6回全問題集  2016 年度版   旺文社 

19 英検 5級過去 6回全問題集 CD  2016年度版   旺文社 

※英検問題集は、5 級のほかに 4 級、3 級、準 2 級、2 級、準 1 級、1 級があります。 


