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大岡山 B1F-文庫・新書
080/H/266

天才哲学者ウィトゲンシュタインのエピソードをまとめた伝記。読み物としても非常におもしろく、彼の特異な性
格・哲学に対するただならぬ情熱にきっと魅了されるはずである。

大岡山 B1F-文庫・新書
080/I /11

『本 タイ 』

『ウィトゲンシュタイン : 天才哲学者の思い出』　ノーマン・マルコム著; 板坂元訳

『漱石文明論集』　夏目漱石[著]; 三好行雄編 080/Ic/11

明治時代においていち早く海外に留学し、全身で西洋の文化を感じた夏目漱石が日本で行った講演をまとめ
た本。漱石は、圧倒的な西洋文化を急激に吸収した日本の状態を「皮相上滑り」であると称し、また、彼が陥っ
た神経衰弱からの脱却として「自己本位」を立脚した。

大岡山 B1F-文庫・新書
080/Iz/219

「読書は、他人に物をかんがえてもらうことである」　――　この本は、読書を否定する衝撃の出だしで始まる。
ショウペンハウエルは、読書至上主義に疑問を投げかけながら、古典を繰り返し読むことを推奨する。それは、
デカ ト 「すべ 良き書物を読む とは 過去 最もすぐれた人 と会話をかわすようなも ある と う

『漱石文明論集』 夏目漱石[著]; 好行雄編

『読書について : 他二篇』　ショウペンハウエル著; 齋藤忍随訳

デカルトの「すべて良き書物を読むことは、過去の最もすぐれた人々と会話をかわすようなものである。」という
言葉をまさに体現しているのだ。

大岡山 B1F-文庫・新書
080/Koc/M

リアルながらもクスリとくる人間描写、最後まで読み手を飽きさせないストーリーは圧巻。古典新訳文庫を手に
取るならまずこの一冊を。

大岡山 B1F-文庫・新書
080/Tru/4

『月と六ペンス』　モーム著; 土屋政雄訳

『哲学入門』　バートランド・ラッセル著; 高村夏輝訳

ラッセルは知識の源流を世界に求め、大胆に世界を破壊し慎重に再構築していく。常識を疑い、細やかに世界
の知識体系を創り上げながら、世界への洞察を深めていく。その時、世界創造の場面に立ち会っているかのよ
うな錯覚を覚える。静かな文体に、巨大な知識のダイナミズムを感じさせる哲学書だ。

大岡山 B1F-文庫・新書
[1] 081/Id/1112　[2] 081/Id/1225

アメリカの貧困者がターゲットになり、私たち一般人や外国人に知られないところで、より一層の肉体的・精神
的・金銭的にどん底へと陥れられていく裏社会の現状が描写されている。とりわけ戦争ビジネスの問題は衝撃
的 生きるとは？道徳とは？

『ルポ貧困大国アメリカ』　堤未果著

的。生きるとは？道徳とは？

すずかけ台 2F-ペリパトス文庫
159/P

新生活のスタートです。私生活に講義に、大学生活どのように過ごすか・・・
21世紀という時代を読むことで、これからの大学生活の過ごし方を考えてみては？

大岡山 B1F-一般図書
204/M

この本のタイトルを見ると 本の内容は偉人たちの脳は普通の人とどのような違いがあるかだと思われます

『ハイ・コンセプト : 「新しいこと」を考え出す人の時代』　ダニエル・ピンク著 ; 大前研一訳著

『偉人たちの脳』　茂木健一郎著

この本のタイトルを見ると、本の内容は偉人たちの脳は普通の人とどのような違いがあるかだと思われます
が、実際読んでみると、文明の歴史に関する本です。一度だけの生を全うするための知恵を求めて時間旅行
を始めませんか。

大岡山 B1F-一般図書, すずかけ台 3F-一般図書
302.2/E

世界の平和や繁栄は万人の願いです。そして、アジアの平和や繁栄は世界へも大きな貢献となると思いま
す。21世紀のアジア3大国―中国、インド、日本の政治や経済の現状と動向をわれわれ学生も知るべきだと思
います。

『アジア三国志 : 中国・インド・日本の大戦略』　ビル・エモット著; 伏見威蕃訳
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大岡山 B1F-一般図書
336.49/Si

大学生になったらアルバイトを始めようと考えている人も多いと思います。アルバイトであっても社会人と一緒
に働くならば最低限の知識は必要です。理想と現実は違いますが、どのような心構えが常識なのかを再認識
してみてはいかがでしょうか？

『マナー以前の仕事の道徳』　白沢節子著
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すずかけ台 3F-一般図書
377.9/Se

大学生活をどうすごすべきなのか？疑問に思っている新入生の方も多いのではないでしょうか。この本には、
大学生活ですべきことが簡潔かつ丁寧に書かれています。もちろん、すべてを鵜呑みにし、実行する必要はあ
りません。ただ、この本は必ず大学生活の一つの指針となるはずです。

大岡山 B1F 語学資料

『「大学時代」自分のために絶対やっておきたいこと』　千田琢哉著

『本 タイ 』

大岡山 B1F-語学資料
385.9/E

日本文化に慣れていない留学生にとって大変役に立ちます。勉強になります。日本人学生が読んでも「あ～そ
うなんだ！知らなかった！」というときもあります。

大岡山 B1F-文庫・新書, すずかけ台 3F-一般図書
408/B/1584

大学院では口頭発表の機会がたくさんあります。研究者にとってプレゼンテーションはとても重要です。プレゼ
ンテーションに対して不安はないですか？もし、初めてプレゼンテーションをするなら、この本があなたの助けと

『英語で教える日本の暮らしのマナーとコツ』　下山布妃都訳; 伊藤美樹絵; Nobu Yamada校閲

『理系のための口頭発表術 : 聴衆を魅了する20の原則』　ロバート・R・H・アンホルト著 ; 鈴木炎,

イイイン・サンディ・リー訳

ンテ ションに対して不安はないですか？もし、初めてプレゼンテ ションをするなら、この本があなたの助けと
なるはずです。この本に記されたプレゼンテーション20の原則があなたのプレゼンテーションをより魅力的なも
のにしてくれるでしょう。

大岡山 B1F-文庫・新書
408/BC/1

天王星から見上げた夜空に興味はありませんか。
彗星から見た太陽系に興味はありませんか。超越的な景色が、そこにはあります。
太陽系をシミュレートして、宇宙の歴史を勉強してみましょう。

大岡山 般図書

『太陽系シミュレーター : 時空を超えた惑星間飛行』　Solar System Simulator Project編

大岡山 B1F-一般図書
410.4/Y

大人の絵本として面白いです。自分の価値観について考えさせられます。

大岡山 B1F-一般図書, すずかけ台 3F-一般図書
417/A

「絶対計算」は、専門家を圧倒する―政治家に代わってどの政策がもっともうまくいくかを当てる。
―映画プロデューサーに代わってどんな脚本が興行収入を極大化するかを提案する。
これから学んでいく数学の理論がどのように社会に活かされているかがわかる一冊。

『数字のモノサシ : 絵で見る数字の感じ方』　寄藤文平著

『その数学が戦略を決める』　イアン・エアーズ著 ; 山形浩生訳

大岡山 B1F-一般図書, すずかけ台 3F-一般図書
464.1/E

大岡山 B1F-一般図書, すずかけ台 3F-一般図書
464.1/H

大岡山 B1F-一般図書, すずかけ台 3F-一般図書
464.1/Ku

すずかけ台 3F-一般図書

『これだけは知っておきたい図解分子生物学』　江島洋介著

『好きになる分子生物学 : 分子からみた生命のスケッチ』　萩原清文著

『イラストでみるやさしい先端バイオ』　胡桃坂仁志著

『くり返し聞きたい分子生物学講座』 坂口謙吾著 464.1/Sa

大岡山 B1F-一般図書, すずかけ台 3F-一般図書
464.1/Ta

大岡山 B1F-文庫・新書　　408/B/1544
すずかけ台 2F-ペリパトス文庫　　464.2/Ta

上記６冊は、生命理工学部に入った皆さんが、基本的な分子生物学の知識を得られるような本です。
教科書とは違った切り口で、全くのゼロから基本的なバイオの知識を得ることができると思います。

『くり返し聞きたい分子生物学講座』 坂口謙吾著

『分子生物学超図解ノート : 重要ワードでわかる』　田村隆明著

『生命のセントラルドグマ : RNAがおりなす分子生物学の中心教義』　武村政春著
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大岡山 B1F-一般図書
530/Ko

類によっては機械工学なんて無縁だと考える人も多いかもしれませんが、観察や実験をするときに、機械がな
ければ何もできません。自分の機械がブラックボックスでは大変危険なので、せめて機械工学の基本くらいは
齧っておいてください。

『「機械工学」のキホン』　小峯龍男著
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大岡山 B1F-一般図書
538.9/Ta

宇宙飛行士たちは宇宙で何を感じ、地上に降りた後にどのような心的変化があったのか。立花が様々な宇宙
飛行士たちにインタビューし、彼らの宇宙体験をまとめた。かの有名な野口さんが宇宙飛行士の道を目指す
きっかけとなった本。

大岡山 B1F 般図書

『本 タイ 』

『宇宙からの帰還』　立花隆著

大岡山 B1F-一般図書
625.21/I

無農薬リンゴづくりの成功への道のりを描いたノンフィクション。この本を読み終えた後に、主人公であるリンゴ
農家の木村さんの笑顔の表紙の写真を見てもらいたい。努力や苦労を乗り越えた上でのその笑顔は、あまり
に素敵で涙が出てくる。地球に生きる私たちが、自然に対してどうあるべきかをじっくり考える良いきっかけに
なる一冊。

大岡山 B1F-一般図書
816.5/To

大学院 は 多く ポ トや論文を書かなければ けま ん 本 は ポ トや論文 書き方を段階

『奇跡のリンゴ : 「絶対不可能」を覆した農家木村秋則の記録』　石川拓治著

『論文の教室 : レポートから卒論まで』　戸田山和久著

大学院では、多くのレポートや論文を書かなければいけません。この本では、レポートや論文の書き方を段階
的に学ぶことができ、アイディアのまとめ方もすぐ知ることができます。この本は、あなたの卒業に大いに役立
つでしょう。

すずかけ台 3F-一般図書
830.79/Y

TOEIC・・・あなたが英語が得意でない限り、大学生活であなたを苦しめることになるでしょう。そこで、受験で
培ったその英語力が衰える前に、目標スコアをクリアしましょう！この本は一日ごとにすべきことが設定してあ
るので、無理なくとりくむことができるTOEIC参考書の定番です。一冊やればかなり実力がつくはずです！目標
点や期間が異なるシリーズもあるのでそちらもおすすめです。

『2カ月で攻略新TOEICテスト730点! 』　横本勝也, 早川幸治共著

点や期間が異なるシリ ズもあるのでそちらもおすすめです。

大岡山 B1F-一般図書, すずかけ台 3F-一般図書
913.6/M

村上春樹独特の世界観が好き。「海辺のカフカ」や「ねじまき鳥クロニクル」といった有名作品があるが、本書
の登場人物の言葉遣いが一番しっくりくる。相変わらず何が言いたかったかわからない終わり方だが、なぜか
気持ちいい余韻を残す一冊。

大岡山 B1F-一般図書
[1] 918.68/Si/F3　[2] 918.68/Si/F4
[3] 918 68/Si/F5

『スプートニクの恋人』　村上春樹著

『竜馬がゆく』　司馬遼太郎著
[3] 918.68/Si/F5

人生観を大きく変えた一冊。志をなすためには自分の命をも投げ出す覚悟の龍馬と志士達の熱さに胸が熱く
なりました。是非図書館で人生を変える一冊に出会って下さい。

大岡山 B1F-一般図書
933/R/1

今こそ、あの名作を英語で挑戦してみよう。
あなたの自信満々な受験英語はどこまで使えるだろう？

『Harry Potter and the philosopher's stone』　J.K. Rowling
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