
2017年 11月 の 新 着 図 書 
  書名 著者名 出版者 

1 獣の奏者（1～4，外伝） 上橋菜穂子 講談社 

2 わたしを離さないで カズオ・イシグロ 早川書房 

3 夜想曲集 : 音楽と夕暮れをめぐる五つの物語 カズオ・イシグロ 早川書房 

4 入門 Qt 4プログラミング Jasmin Blanchette, Mark Summerfield オライリー・ジャパン 

5 正しい本の読み方 橋爪大三郎 講談社 

6 アウグスティヌス : 「心」の哲学者 出村和彦 岩波書店 

7 怒りを鎮めるうまく謝る 川合伸幸 講談社 

8 教育勅語の何が問題か 教育史学会(編) 岩波書店 

9 自分のことがわかる本 安部博枝 岩波書店 

10 生と死のことば : 中国の名言を読む 川合康三 岩波書店 

11 出羽三山 : 山岳信仰の歴史を歩く 岩鼻通明 岩波書店 

12 サピエンス全史 上 ユヴァル・ノア・ハラリ 河出書房新社 

13 日本の歴史を旅する 五味文彦 岩波書店 

14 天皇家のお葬式 大角修 講談社 

15 イギリス現代史 長谷川貴彦 岩波書店 

16 日本の無戸籍者 井戸まさえ 岩波書店 

17 私、日本に住んでいます スベンドリニ・カクチ 岩波書店 

18 愛と狂瀾のメリークリスマス 堀井憲一郎 講談社 

19 美しすぎる「数」の世界 : 「金子みすゞの詩」で語る数論 清水健一 講談社 

20 時間とはなんだろう 松浦壮 講談社 

 

3F・新着本コーナーに一定期間配架しています。貸出中の場合はカウンタ―もしくはマイライブラリから予約ができます！ 

 
 
 

ノーベル 
文学賞受賞 



  書名 著者名 出版者 

21 佐藤文隆先生の量子論 佐藤文隆 講談社 

22 生命を支える ATPエネルギー 二井將光 講談社 

23 DNA の 98%は謎 : 生命の鍵を握る「非コード DNA」とは何か 小林武彦 講談社 

24 カラー図解新しい人体の教科書 (下) 山科正平 講談社 

25 抗生物質と人間 山本太郎 岩波書店 

26 福島第一原発 1号機冷却「失敗の本質」 NHKスペシャル『メルトダウン』取材班 講談社 

27 
農学が世界を救う! : 食料・生命・環境をめぐる科学の挑戦 

生源寺眞一, 太田寛行, 安田弘法(編

著) 
岩波書店 

28 珈琲 (コーヒー) の世界史 旦部幸博 講談社 

29 リニア新幹線が不可能な 7つの理由 樫田秀樹 岩波書店 

30 日航 123便墜落の新事実 青山透子 河出書房新社 

31 脇阪克二のデザイン 脇阪克二 パイインターナショナル 

32 ピアノの名曲 : 聴きどころ弾きどころ イリーナ・メジューエワ 講談社 

33 中学校 3年間の英語が 1冊でしっかりわかる本 濵崎潤之輔 かんき出版 

34 60 歳からの外国語修行 : メキシコに学ぶ 青山南 岩波書店 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

リストの本は、３F・新着本コーナーに一定期間配架しています。 
 
場所がわからない、棚を探してもみつからない場合は、ご遠慮なく 
カウンターへお尋ねください。 
 
貸出中の本は、カウンターもしくはマイライブラリから予約ができます。 
 
 

 



●学生用推薦図書 《機械工学コース》 

 
《建築学コース》 

 書名 著者名 出版者 

1 主成分分析の基本と活用 内田治 日科技連出版社 

2 波動と場の物理学入門 糸山浩司 京都大学学術出版会 

3 音の物理 (音響入門シリーズ A-2) 東山三樹夫 コロナ社 

4 流体力学 (JSMEテキストシリーズ) 日本機械学会 日本機械学会 

5 音響学 ABC 久野和宏 [ほか] 技報堂出版 

6 信号解析と音響学(World physics selection : monograph) 東山三樹夫 丸善出版 

7 光学機器の基礎 左貝潤一 森北出版 

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

9 MATLAB/Simulinkによるやさしいシステム制御工学 天野耀鴻 森北出版 

 書名 著者名 出版者 

1 建築のチカラ : 闘うトップランナー 森清, 有岡三恵 日経 BP社 

2 メモが語る 100人の建築術 日本建築家協会関東甲信越支部建築交流部会監修 丸善 

3 建築への旅建築からの旅 二川由夫企画 エーディーエー・エディタ・トーキョー 

4 建築をつくる者の心 第 9刷,復刻保存版 村野藤吾講話/大阪府「なにわ塾」編集 ブレーンセンター 

5 複眼思考の建築論 (内藤廣対談集[1]) 内藤廣編著 INAX出版 

6 著書解題 (内藤廣対談集 2) 内藤廣編著 INAX出版 

7 そのまま使える建築英語表現 山嵜一也 学芸出版社 

8 山梨式名建築の条件 山梨知彦 日経 BP社 

9 世界で一番美しい名作住宅の解剖図鑑 中山繁信 [ほか] エクスナレッジ 

10 わかって合格る宅建士基本テキスト 2017年度版 木曽計行 TAC株式会社出版事業部 

3F・学生用推薦図書コーナーに配架しています。貸出中の場合は予約ができます！ 

 
 



《医療工学コース》 

 
《共通教育部門》 

 

 書名 著者名 出版者 

1 技術士第一次試験「機械部門」合格への厳選 100問 第 3版 大原良友 日刊工業新聞社 

2 技術士第一次試験「基礎・適性」科目キーワード 700 第 5版 Net-P.E.Jp編著 日刊工業新聞社 

3 技術士第一次試験「機械部門」専門科目受験必修テキスト 第 3版 大原良友 日刊工業新聞社 

4 第 2種 ME技術実力検定試験問題集 第 29回-第 38回 日本生体医工学会(編) 日本生体医工学会 

5 第 1種 ME技術実力検定試験問題解説集 第 21回 日本生体医工学会(編) 日本生体医工学会第 1種 ME技術実力検定

試験講習会・テキスト作成委員会 

6 第 1種 ME技術実力検定試験問題解説集 第 20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 

7 第 1種 ME技術実力検定試験問題解説集 第 19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 

8 第 1種 ME技術実力検定試験問題解説集 第 18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 

9 工学編 (キクタンサイエンス : 聞いて覚える理系英単語) 佐藤洋一 アルク 

 書名 著者名 出版者 

1 サイバーセキュリティ読本 完全版 一田和樹 星海社 

2 鉄条網の歴史 石弘之, 石紀美子 洋泉社 

3 応仁の乱 呉座勇一 中央公論新社 

4 国際化時代「大正日本」(日本近代の歴史 4) 櫻井良樹 吉川弘文館 

5 対華 21カ条要求(1915年)から南京占領(1937年)まで 笠原十九司 高文研 

6 歴史を学び、今を考える 内海愛子, 加藤陽子 梨の木舎 

3F・学生用推薦図書コーナーに配架しています。貸出中の場合は予約ができます！ 

 
 
 



             

 書名 著者名 出版者 

7 昭和天皇の戦争 山田朗 岩波書店 

8 転換期を生きるきみたちへ 内田樹編/岡田憲治 [ほか] 晶文社 

9 キャリア教育のウソ 児美川孝一郎 筑摩書房 

10 スノーデン・ショック デイヴィッド・ライアン 岩波書店 

11 スノーデン日本への警告 エドワード・スノーデン [ほか] 集英社 

12 「軍事研究」の戦後史 杉山滋郎 ミネルヴァ書房 

13 大学で学ぶ議論の技法 T・W・クルーシアス, C・E・チャンネ

ル 

慶應義塾大学出版会 

14 The aims of argument 8th ed (pbk) Timothy W. Crusius, Carolyn E. 

Channell 

McGraw-Hill Education 

15 公務員試験独学で合格する人の勉強法 2019年度版 鶴田秀樹(編著) 実務教育出版 

16 公務員試験新スーパー過去問ゼミ 5   実務教育出版 

各コースの図書は、3F・学生用推薦図書コーナーに 
配架しています (カウンターの近くです)。 
 
場所がわからない、本が見つからない場合はご遠慮なくお尋ねください。 
 
貸出中の本は、カウンターもしくはマイライブラリから予約ができます。 
 

 


