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タイトル / 著者 

所在 & 請求記号 

推薦文 

 

金屬薄膜の性質と其の應用に関する研究 / 齋藤幸男 

大岡山：1F-事務用書庫 G39/Sa 

74 年前本学で卒業された方の学位論文です。事務用書庫の書架整理をすると

きに、このようなすべて手書きの学位論文をたくさん見つけました。昔エクセ

ルやプリンターや、パソコンすら使えなかった時代では、きれいに紙に文書を

書いたり、実験結果をプロットしたりしていたことにとても驚きました。パソ

コンなしではいられない時代ではそんなことをするなんて想像がつかないで

しょう。ラッキーな時代に生きている私たちはもっともっと頑張らなきゃなら

ないですね！ 
 

日本酒事典 : ポケットサイズ / 水沢渓,小松恒雄編著 

大岡山：B1F-集密：一般図書 W012375 

何故こんな本が東工大図書館に！？という、日本各地の日本酒について味や蔵

元などをまとめたポケットサイズの事典です。少し古い本なので新しい銘柄だ

と載っていないものも多いですが、日本酒についての用語事典もついていて面

白いです。 

 

東京百年史 / 東京百年史編集委員会編 

大岡山：B1F-集密：一般図書 W016290～W016296 

集密書架のある一角には、行政が発行したものや、企業が発行したような、こ

れと同じような百年史が多くならんでいます。その中でも、見たときに「外来

種耳長ウサギが大流行」や「スリの大検挙」など、百年史ってこんなことも書

かれているの？と驚いたものをご紹介します。百年史ですが、江戸から現在ま

での約 400年分あります。 
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松下電器宣伝 70 年史 / 松下電器産業宣伝事業部, 電通, 電通プロックス企

画・編集 

大岡山：B1F-集密：一般図書 W018612 

重い！大きい！！でも、それだけ中身もぎっしり詰まっています。集密書架の

中でも大判の図書が並べられている書架で発見しました。こんな商品あったん

だ！という驚きと、レトロな広告デザインも楽しいです。 

 

地震の話 / 坪井忠二著 

大岡山：B1F-集密：一般図書 W027818 

戦前に出版された図書であり、歴史的な仮名遣い、旧字体で書かれている。し

かし、著者の地震に対する見解も述べられており、純粋な本としても興味深い

内容となっている。 

 

禮記 / 陳澔[注]; 後藤[芝山]點 

大岡山：B1F-集密：一般図書 W036933 

東京工業大学附属図書館の一般書架にあり、出版年が判明しているものの中で

最古の和図書。内容はすべて漢文で書かれており理解するのはなかなか難しい

が、「発掘」と呼ぶにふさわしい歴史を感じさせる図書である。 

 

面白い本 / 成毛眞著 

大岡山：B1F-文庫・新書 081/d/1409 

これは面白い本です。 
 

陸上自衛隊パーフェクトガイド / 日裏昌宏 ; 中村征人 

大岡山：B1F-一般図書 208/R 

陸上自衛隊の組織、装備、機能などが詳細に図解されています。 

東工大図書館にはこの本と同じシリーズのもので海上自衛隊や航空自衛隊、第

二次大戦中の戦車、戦艦などの解説本が充実しています。歴史のコーナーにあ

るので、好きな人はぜひ。 
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日本の歴史 : 学研まんが 

大岡山：B1F-語学資料 210.08/N 

図書館サポーターになるまで、東工大の図書館に留学生向けの日本語学習図書

が置かれていることを知りませんでした。日本の歴史シリーズも、そんな留学

生向け図書の一つとして収集されています。ぱらぱらとめくってみると、懐か

しい気分になれます。 

 

日本国勢地図帳 / 建設省国土地理院編 

大岡山：B1F-大型参考図書 290.38/Ko 

装丁の大きさがとても気になりました。周辺の書架にもほかの年代別の地図帳

が置いてあります。 

現在は地形や都市の建物の高さのような情報を集めてデータベースを作る研

究もありますが、昔のようなパソコンのない時代では、データベースは地図帳

の形で使われていたと考えられます。 

 

地球の歩き方 / 「地球の歩き方」編集室著作編集 

大岡山：B1F-一般図書, すずかけ台：2F-ペリパトス文庫 290.9/Ti 

東工大図書館に「地球の歩き方」が置いてあるというのをみなさんご存じです

か？理工系図書でもなく、文学図書でもない旅行の王道必携本がここ、東工大

図書館にはあるのです。 

 

政治と経済のしくみがわかるおとな事典 / 池上彰監修 

すずかけ台：3F-一般図書 310/Se 

本学リベラルアーツセンター教授でもある池上彰氏が監修した本です。国際情

勢を含め、社会の仕組みについてイラストも交えながら分かりやすく解説され

ています。このように社会科学系の本も充実しています。 

 

「裁判員」のことがよくわかる本 / 造事務所編集・構成 

すずかけ台：3F-一般図書 327.67/Z 

裁判員についての珍しい本と驚いてばかりもいられません。20 歳以上の選挙

権を持つ日本国民から無作為に選ばれる裁判員。この機会に裁判員制度につい

て知ってみてはいかがでしょうか。 
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The days after : 東日本大震災の記憶 / 石川梵著 

すずかけ台：3F-一般図書 369.31/I 

表紙の被災地の写真に引き込まれる写真集です。数多くの理系の本を所蔵して

いる東工大図書館ですが、被災地についての本もいくつかあり、そのうちの一

冊です。大震災後の被災地を写した、心を深く揺さぶる写真が多数掲載されて

おり、一人でも多くの人に手に取ってほしい本です。 

 

私の夢は大人になるまで生きることです。: そのとき少女はこう答えた。/ 池

間哲郎著 

すずかけ台：2F-ペリパトス文庫 369.4/I 

タイトルを見た瞬間、悲しい、切ない気持ちでいっぱいになりました。私たち

にとって、大人になるのはあたりまえなことです。しかし、この常識が通用し

ない国、地域がまだ沢山あります。一つ一つの物語を読んでいるうちに、自分

のあるべき生き方をしっかり考えることができました。 

 

東京工業大学 

大岡山：B1F-東工大出版物, すずかけ台：3F-一般図書, 東工大出版物 

 377.28/N 

東工大の本です。東工大の取り組みや先生ごとの研究がカラフルな写真ととも

に紹介されています。5年ほど前の出版と少し内容は古いですが、いろんな発

見があるでしょう。一冊まるごと東工大と貴重な本です。 

 

アイザック・アシモフの科学と発見の年表 / アイザック・アシモフ [著] ; 小

山慶太, 輪湖博共訳 

大岡山：B1F-参考図書 402/A 

参考図書の戸棚にて発見。「調べたい人」が入る書棚にも、「読んでもらいたい

一冊」がいくつもあるのです。この本のすごさは、その幅広さ。学問の発達過

程を比べるもよし、分野間の相互作用を考えるもよし。人間は世界への認識を

どう広げていったのか。いきいきとした記述から、幾つもの目から落ちる発見

があるはずです。未来の研究者＝「人類の発見年表」の加筆を夢見る人々にお

すすめの一冊。 
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おかしな科学 / 渋谷研究所 X, 菊池誠著 

すずかけ台：2F-ペリパトス文庫 404/Si 

「科学がおかしい？なんで？？」という疑問をきっかけに、この本を手に取り

ました。血液型と性格は関係あるのか？など以前から気になっていた科学に関

する現象などが検証されています。世の中では様々な現象が起きていますが、

騙されてはいけませんね。 

 

虚数の情緒 : 中学生からの全方位独学法 / 吉田武著 

大岡山：B1F-一般図書 410/Y 

分厚い本ですが、中学生向けに書いてあるのでとても読みやすいです。内容は

むしろ大人向けで、図書館で見つけて読み始めましたが、大変な良書なため自

分用に購入してしまいました。数学だけでなく、学問とは何か、学問とはどう

あるべきかを説いています。学生の間に一度はじっくり読んでもらいたい一冊

です。 

 

群と代数方程式 / アーベル, ガロア著 ; 守屋美賀雄訳・解説 

大岡山：B1F-一般図書, すずかけ台：3F-一般図書 411/A 

19 世紀の二人の悲運の数学者の革命的な論文とその解説です。彼らが執筆し

た当初は数学界では相手にされずに、若くして死んだ後にその偉大さが評価さ

れ今日まで生きつづけているアイデアの原型を読むことができます。 

 

整数論講義 / ディリクレ, デデキント著 ; 酒井孝一訳・解説 

大岡山：B1F-一般図書 412/D 

代数的整数論等で多大な功績を残したリヒャルト・デデキントと、近代の関数

の定義等の功績で有名なディリクレの講義を再現したものです。まさに現代数

学の礎が築かれていた頃の熱気が込められた貴重な 1冊であると思います。 
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素数 2元論 : リーマンを超えた素数定理とは / 川村甲子郎著 

大岡山：B1F-一般図書 412/Ka 

サポーターの仕事の一つに「書架整理」というものがある。その際、一棚まる

ごとの書籍に目を通すのだが、この本、目立つ。数学書の中にありながら、こ

の挑戦的な書名、このサイズ、そして装丁。しかも、まだ借りられていない。

この本にかかれていること、なんだかすごそうで一年前から通りかかる度眺め

ているのだけど、実は自分、いまいち腑に落ちていない。なので、誰か読んで

みてそのすごさを解説してくれませんか。 

 

拡がる宇宙地図 : 宇宙の構造はどう解明されてきたか / 矢野太平著 

すずかけ台：3F-一般図書 440.2/Y 

題名に引かれてこの本を手にしましたが、読み進めるうちに宇宙に感じていた

遠く儚い感覚が消えていきました。結果だけではなく、思考方式も重視する研

究スタイルにも共感しました。少しずつの努力で大きな変化を起こしたいと思

います。 

 

日本人は知らない「地震予知」の正体 / ロバート・ゲラー著 

すずかけ台：3F-一般図書 453.3/G 

中学校の時「地震予知は不可能です」と先生に言われました。ずっとその理由

が気になっていましたが、じっくり調べるきっかけがなかなかありませんでし

た。書架で偶然見かけて、ようやく理解できるチャンスが来ました。この本で

は地震予測不可能の理由、学術界が提唱する地震予知可能の正体など多くの内

容を、分かりやすく説明しています。 

 

東工大英単 : 科学・技術例文集 / 東京工業大学著 

大岡山：B1F-一般図書, 「東工大先生の本」文庫 

すずかけ台：3F-「東工大先生の本」文庫 507.7/To 

東工大向けの英単語！？と見かけたときに驚いた本です。受験生に向けたもの

かと思いきや、東工大が作った東工大生に向けた専門用語の英単語です。 

見出し部分を見ると、ごく普通の英単語が並んでいるのですが、関連語の部分

をチェックすると見慣れた専門用語がでてくるので、意外と知らない使い方に

気づくと思います。 
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墜落!の瞬間 : ボイスレコーダーが語る真実 / マルコム・マクファーソン編

著 ; 山本光伸訳 

すずかけ台：3F-一般図書 687.7/M 

飛行機が落ちるとき、コクピットではなにが起こっているのか？コクピットに

設置されたボイスレコーダーが記録した墜落事故直前の生々しい現実が書か

れています。非日常的な「墜落の瞬間」というタイトルに興味をもち手に取り

ました。ボイスレコーダーの記録を元にト書きで書いてあるので、専門的知識

があまりなくても読めます。 

 

Katachi : Japanese sacred geometry / 岩宮武二写真 ; 高岡一弥アートディ

レクション 

すずかけ台：3F-一般図書 702.1/I 

日本に古くから暮らしの中にある、様々な「かたち」を約 600点載せた本です。

昔の日本人の美意識や自然感を感じることができます。芸術や美術の分野の本

において、小さいサイズの本はあまり見かけなかったので、新鮮に感じました。

手のひらサイズなので、気軽に手に取って、日本古来の美しさを再認識してく

ださい。 

 

Richard Scarry's busy, busy world / written and illustrated by Richard 

Scarry 

大岡山：B1F-大型図書 726.6/Sc 

東工大図書館に子供の本がおいてあるのは意外でした。 

忙しい勉強と研究のなかで疲れたときに一休み、子供の頃を思い出して気分転

換になるからわざとこの書架に挟んだのかも？？この中に奥深いサイエンス

の知識が書かれているかも？？ 
 

宝石 : 決定版 : 品質の見分け方と価値の判断のために / 諏訪恭一著 

大岡山：B1F-一般図書 755.3/Su 

図書館をうろうろしていたらお宝の本を見つけてしまいました。まさか東工大

図書館に宝石鑑定本が置いてあるとは思いませんでした。 

東工大生は宝石がお好き？！ 
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死ぬまでに観たい映画 1001 本 / スティーヴン・ジェイ・シュナイダー総編

集 ; 野間けい子訳 

すずかけ台：3F-一般図書 778/Sc 

1902年から 2010年の映画の中から、時代、国、ジャンル、ムーブメント、伝

統、監督、俳優など多岐にわたる観点で 1001 本を厳選した本です。ひときわ

分厚く、目立っていたので選びました。オールカラーで印象的な写真も多く掲

載されており、映画「ブラックスワン」の表紙が印象的です。 
 

はじめての海外出張・留学・赴任で使える英会話フレーズブック / 松尾歩著 

すずかけ台：3F-一般図書 837.8/M 

英語を話す機会はこれからますます増加していきます。そこで、使う頻度の高

く、かつ、短いフレーズがたくさん載っている本書をお薦めします。他にも、

本学図書館にはあなたが英語を学習する際、手助けとなるような本がありま

す。 

 

トリガール! / 中村航著 

大岡山：B1F-一般図書, すずかけ台：2F-ペリパトス文庫 913.6/N 

カラフルな装丁、ポップなタイトル。おおよそこの大学には似つかわない物語

なのだろうな、と思いながら開いてみると、あくまでもフィクションながら、

なんとあの鳥人間コンテストを描いた小説でした。身近な舞台で繰り広げられ

るこんな爽やか青春ものも、たまにはいかがでしょうか。 

 

人生の甘美なしたたり / 田辺聖子[著] 

大岡山：B1F-一般図書 917/Ta 

インパクトのあるタイトルに惹かれ、思わず書架整理の手を止めて開いてみる

と、中は人生をスパッと切りとった刺激的なフレーズ集でした。女性の強かさ

に圧倒されてしまわないよう、覚悟を決めた上でお手に取ることをおすすめし

ます。 
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夜と霧 / ヴィクトール・E・フランクル [著] ; 池田香代子訳 

大岡山：B1F-一般図書, すずかけ台：2F-ペリパトス文庫 946/F 

たまたま NHK で紹介されていたのが気になり、OPAC で調べたら東工大の図書

館にも所蔵されていました。「人生から何をわれわれはまだ期待できるかが問

題なのではなくて、むしろ人生が何をわれわれから期待しているかが問題なの

である。」という言葉が印象的です。生きる意味とは何かを考えさせられる本

です。 
 

電気青年 

大岡山：B2F-和雑誌 

サポーターの仕事で、古い会議録にバーコードを貼り直す作業をしていた時に

見つけました。電気工学を志す学生のための雑誌で、今でいう｢大学への数学｣

に近いところがあると思います。思わずビビッときたので、推薦します。 
 

 


