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  書名 著者名 出版者 

1 知の古典は誘惑する 小島毅(編著) 岩波書店 

2 東大寺のなりたち 森本公誠 岩波書店 

3 海賊の日本史 山内譲 講談社 

4 はじめての経済思想史 中村隆之 講談社 

5 未来の中国年表 近藤大介 講談社 

6 金融政策に未来はあるか 岩村充 岩波書店 

7 現代社会はどこに向かうか 見田宗介 岩波書店 

8 男女平等はどこまで進んだか 国際女性の地位協会(編) 岩波書店 

9 住まいで「老活」 安楽玲子 岩波書店 

10 こんなに変わった!小中高・教科書の新常識 現代教育調査班(編) 青春出版社 

11 基本のおさらい篇 (数学を嫌いにならないで)  ダニカ・マッケラー 岩波書店 

12 文章題にいどむ篇 (数学を嫌いにならないで) ダニカ・マッケラー 岩波書店 

13 科学者はなぜ神を信じるのか 三田一郎 講談社 

14 賢い患者 山口育子 岩波書店 

15 「がん」はなぜできるのか 国立がん研究センター研究所(編) 講談社 

16 安藤忠雄ディテール集 [1] 二川幸夫企画(編集) A.D.A.EDITA Tokyo 

17 カラー版ビールの科学 渡淳二(編著) 講談社 

18 強豪校の監督術 松井浩 講談社 

19 再生 石田衣良 角川書店 

20 生きるとか死ぬとか父親とか ジェーン・スー 新潮社 

21 ゼロ戦黙示録 高橋五郎 光人社 

３F・新着本コーナーに並べています。貸出中の場合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。 

人口の増減からみえてくる中国の未来 

イマドキの教科書の最新事情 

ビールの美味しさのヒミツ 

海賊から日本の歴史を読み直す！ 
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学生用推薦図書 
【船舶工学コース】 

 

 

【機械工学コース】 

 

 

【医療工学コース】 

 

  書名 著者名 出版者 

1 ディープラーニングがわかる数学入門 涌井良幸, 涌井貞美 技術評論社 

2 数理計画法による最適化 北村充 森北出版 

3 海洋へのいざない 海洋へのいざない編集グループ(編) 日本船舶海洋工学会 

4 はじめてのホームステイ英会話 小林奈々子, シェリー・ヘイスティングス アスク出版 

  書名 著者名 出版者 

1 自動車の振動・騒音対策法 : 70事例から学ぶ 石濱正男 日刊工業新聞社 

  書名 著者名 出版者 

1 臨床工学技士標準テキスト 第 2版増補 小野哲章 [ほか] (編集) 金原出版 

2 
臨床工学技士国家試験問題解説集 第 30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 

3 
第 1種 ME技術実力検定試験問題解説集 第 23回   

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 

4 第 2種 ME技術実力検定試験問題集 第 30回-第 39回 日本生体医工学会(編) 日本生体医工学会 

5 第 2種 ME技術実力検定試験全問解説 2018   

第 35 回(平成 25年)〜第 39 回(平成 29 年) 

第 2種 ME技術実力検定試験問題研究会

(編) 
秀潤社 

３F・学生推薦図書コーナーに並べています。貸出中の場合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。 

リアルストーリーで海外留学を疑似体験 



【マネジメント】 

 
【共通】   

  書名 著者名 出版者 

1 人工知能と友だちになれる?(子供の科学★ミライサイエンス) 新井紀子(監修) 誠文堂新光社 

2 コンピューターってどんなしくみ?(子供の科学★ミライサイエンス) 村井純, 佐藤雅明(監修) 誠文堂新光社 

3 プログラミングでなにができる?(子供の科学★ミライサイエンス) 杉浦学 誠文堂新光社 

4 やわらかい頭の作り方 : 身の回りの見えない構造を解明する 細谷功文/ヨシタケシンスケ絵 筑摩書房 

5 ミライの授業 瀧本哲史 講談社 

6 思考法 : 教養講座「歴史とは何か」 佐藤優 KADOKAWA 

7 論理的にプレゼンする技術 改訂版 平林純 SBクリエイティブ 

8 社会科学のためのデータ分析入門 (上・下) 今井耕介 岩波書店 

9 勉強法 : 教養講座「情報分析とは何か」 佐藤優 KADOKAWA 

10 ホワット・イズ・ディス? : むずかしいことをシンプルに言ってみた ランドール・マンロー 早川書房 

11 ホワット・イフ? : 野球のボールを光速で投げたらどうなるか ランドール・マンロー 早川書房 

12 生き抜くための中学数学 芳沢光雄 日本図書センター 

13 統計思考の世界 : 曼荼羅で読み解くデータ解析の基礎 三中信宏 技術評論社 

  書名 著者名 出版者 

1 LGBTのひろば (こころの科学増刊 2017) 大塚隆史, 城戸健太郎(編) 日本評論社 

2 英検 2級過去 6回問題集 '18年度版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 

3 英検準 1級過去 6回問題集 '18年度版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 

4 英検準 2級過去 6回問題集 '18年度版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 

5 日本語能力試験スーパー模試 N2 石塚京子 [ほか] アルク 

6 日本語能力試験スーパー模試 N1 石塚京子 [ほか] アルク 

３F・学生推薦図書コーナーに並べています。貸出中の場合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。 

未来を作る 5つの法則とは 

一生モノの知性を身につけよう！ 

一生モノの知性を身につけよう！ 
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