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東京工業大学附属図書館 2014.06.18 

 

●リストの見方 

図書タイトル / 著者 

所在 & 請求記号 

図書館職員からのコメント 

 

●教養・雑学 知的好奇心が旺盛なあなたに。 

ぼくの血となり肉となった五〇〇冊そして血にも肉にもならなかっ

た一〇〇冊 / 立花隆著 

大岡山：B1F-一般図書 019/Ta 

「知の体系のつくりかた」参考文献リストとして読むと、いいかもし

れません。紹介された資料をすべて読み切るには相当な気力と時間が

必要ですが、新書など手に取りやすい身近なところからいかがでしょ
うか。 
 

ゆかいな理科年表 / スレンドラ・ヴァーマ著 ; 安原和見訳 

大岡山：B1F-文庫・新書 080/Tve/17 

科学にまつわる大発見のエピソードが年代順に面白おかしく紹介さ

れています。その数なんとおよそ 200項目。各項目が 2 ページにまと
められているので通勤時間にサクッと読めます。学生時代文系だった

人にもおすすめです。ただ、各エピソードが短いため情報不足は否め

ません。気になった分野についてさらに知りたくなったときは、ぜひ
図書館で！ 
 

人生が楽しくなる絵画の見かた : ゴッホ以後の 100 年をどう見るか 

/ 大橋巨泉著 

大岡山：B1F-一般図書 723.3/O 

作者は若い頃絵画鑑賞には関心がなかったそうですが、60 歳を過ぎ
てから世界の美術館に行き始めて絵画の面白さに目覚めたそうです。

取り扱う作品はピカソやセザンヌ等、とっつきやすい画家の作品で

す。専門家ではない視点からの絵画鑑賞論であり、実際に本物を観に
行きたくなりました。 
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●癒し 忙しい毎日に、くつろぎのひとときを。 

Relax in blue : 明日はきっと元気 / 秋月菜央文 ; 中村庸夫写真 

大岡山：B1F-一般図書 159/A 

海のブルーと優しい言葉に癒されます。ほっとしたい時にどうぞ。 
 

ハダカデバネズミ:女王・兵隊・ふとん係 / 吉田重人,岡ノ谷一夫著 

大岡山：B1F-一般図書 408/I/151 

組織を作って暮らしている不思議な生態のネズミの本です。 

生態も不思議なら、見た目も不思議です。 

読んでいくうちに、どんどんハダカデバネズミがいとおしくなってき

ます。 
 

宙 (ソラ) の名前 / 林完次写真・文 

大岡山：B1F-一般図書 440/H 

月や星の名前など夜の空に関する言葉と写真が収められた天体図鑑

です。 

お仕事で疲れた夜にオススメの 1 冊。 
 

逢いたくなっちゃだめ / 板東寛司写真 ; 青嶋ひろの選と文 

大岡山：B1F-一般図書 911.367/A 

ねこたちの愛くるしさに癒やされ、十七文字の恋模様にときめく写真

＋俳句集。 

《椿咲くたびに逢いたくなっちゃだめ / 池田澄子》 
 

●充電 元気に働くエネルギーをもらえます。 

夢をかなえるために、今できること / 阿川佐和子 [ほか著] 

大岡山：B1F-一般図書 281.04/Y 

雑誌『日経 WOMAN』に連載中の「妹たちへ」というリレーエッセイを

まとめた 1 冊。さまざまな世界で活躍する女性トップランナー27 名

が、今に至るまでの日々を語っています。立ちはだかる壁、迫られる
選択…お姉さんたちが自らの経験をこっそり打ち明けながら、“がん

ばれ！”と背中を押してくれるような気持ちになります。 
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信長の朝ごはん竜馬のお弁当 / 俎倶楽部編 

大岡山：B1F-一般図書 383.8/M 

充実した一日を送るには、社会人にとってご飯が必要不可欠！ 

日本史上に輝く偉人たちの活躍の裏には、おいしいご飯のパワーがあ
りました。 

読んでいるとお腹が空いてしまうようなエピソードが満載です。 

毎日の業務をがんばる皆様。偉人たちに肖って、パワーをいただいち
ゃいましょう。 
 

●小説 東工大の図書館にも意外とあるんです。 

下町ロケット / 池井戸潤著 

大岡山：B1F-一般図書 913.6/I 

TV ドラマ『半沢直樹』の原作者でもある池井戸潤の直木賞受賞作。 

倒産崖っぷちの下町の工場が、さまざまな逆境を乗り越えて 
高い技術力を求められるロケット開発に参加するまでに至る大逆転

劇。痛快です。 
 

ツリーハウス / 角田光代著 

大岡山：B1F-一般図書 913.6/Ka 

物語を通じて「昭和」という時代を体感できます。 
大きな時代に流されて生きていく一家の物語です。 

個人的には戦争や戦後復興を美化して書かれていない点が気に入っ

ています。 
 

小さいおうち / 中島京子著 

大岡山：B1F-一般図書 913.6/N 

次第に戦争へと突き進んでいく昭和初期の東京、そして、ある中流家

庭の様子を、女中タキの回想録を通して描く作品。 

読むとまずは、その巧みなストーリー構成にきっと感服するでしょ
う。 

ですが、できればタキの恋心を意識して、もう 1 回読んでください。 

きっと作品が異なる色を帯びて、あなたを魅了してくれるはずです。 
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村上海賊の娘 / 和田竜著 

大岡山：B1F-一般図書 913.6/W/1, 913.6/W/2 

2014 年本屋大賞を獲得した話題の作品です。戦国時代の日本を、娯

楽として楽しめます。『のぼうの城』という、著者の別作品も面白い
のでこちらも推薦します。 
 

名もなき人たちのテーブル / マイケル・オンダーチェ著 ; 田栗美奈

子訳 

大岡山：B1F-一般図書 933/O 

<わたしたちみんな、おとなになるまえに、おとなになったの――。> 
11 歳の頃、どんな経験をしたでしょうか。 

本作の主人公の僕ことマイナは、初めてのひとり旅をしました。 

スリランカから母の待つイギリスへ 3週間、大型客船オロンセイ号で
の船旅です。 

船の中で、マイナは同年代の少年、カシウスとラマディンと友だちに

なり、いたずら三昧の日々を過ごしました。 
マイナたちは、<キャッツ・テーブル>――船内で優遇されない人々に

割り当てられたテーブル――で食事をとるように言われます。 

そこに集う個性豊かな大人は、マイナたちに様々なことを教え、経験
させてくれました。 

偶然にもマイナの憧れの従姉エイミーも同船し、二人は親密になって

ゆきます。 
やがて起きる悲しい事件―― 

この旅はマイナたちに何をもたらしたのでしょうか。 
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地図と領土 / ミシェル・ウエルベック著 ; 野崎歓訳 

大岡山：B1F-一般図書 953.7/H 

ミシュラン社の発行する地図を素材に作品を作る天才アーティスト、

ジェドの生涯を軸にして現代の美術界を描く前半から一転して、後半
ではおぞましい事件が起こり犯罪サスペンスの様相を帯びます。 

難解ですが、大変よみごたえのある一作です。 

発表作がことごとくセンセーションを巻き起こす鬼才ウエルベック
による 2010 年ゴンクール賞受賞作、フランス国内で 50 万部のベスト

セラーです。 
 

●英語 趣味に、勉強に、仕事に役立つ多様なコレクションを活用してください！ 

英語科学論文の書き方と国際会議でのプレゼン / 廣岡慶彦著 

大岡山：B1F-一般図書 407/H 

原子力工学を専門とする著者が、アメリカでの研究歴も活かして、論
文における英語表現、国際会議での発表における英語表現の違い、ま

た両者の書き換えルールを指南。 

科学研究者の視点での英語のライティング／成果発表の手法に触れ
られるとともに、科学研究に限らない英語の発表の機会がある方にも

参考になるのでは。 
 

日本の料理 = Japanese cooking for everyone / 黒田基子著 ; リチ

ャード・モン訳 

大岡山：B1F-語学資料 837.7/Ku 

『対訳ニッポン』シリーズの 1冊。お鍋でごはんを炊く方法から、手

巻き寿司や豆ごはんの作り方、淡泊な豆腐の調理方法あれこれ…料理

の基本を学べるだけではなく、対訳なので英語の勉強もできちゃいま

す。また日本食材のアメリカでの事情も豆知識的に書かれているの

で、おもてなしするときに参考になります。外国からのお客様と一緒

に作ってみるのもいいかも知れません。 
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Anne of Green Gables / L.M.Montgomery ; abridged by Xanthe Smith 

Serafin 

大岡山：B1F-語学資料 837.7/L/3 

現在放映中の朝の連続テレビ小説『花子とアン』は、『赤毛のアン』
からのオマージュがいっぱいです。『赤毛のアン』を読んだことがあ

る人もまだ読んだことがない人も、この機会に英語の"Anne"はいかが

でしょうか。 
英語学習用の資料のため、すこし要約されたお話となっていますが、

簡単な英語で書かれているので「原書はちょっと…」という方にも読

みやすいですし、多読の導入としてもオススメです。 
 

ポンポン話すための瞬間英作文パターン・プラクティス : 反射的に
言える / 森沢洋介著 

大岡山：B1F-一般図書 837.8/M 

いざ英語を話す場面になると、簡単な単語やフレーズさえもとっさに

思い浮かばず「うっ…」とことばに詰まった経験、ありませんか？ 
知っていることと、話せることは別。簡単な文でも「英語を口から出

す」トレーニングをすれば、あなたの会話力はグンとアップするはず。 
 

●実用 仕事をより円滑・迅速にこなすために。 

シャーロック・ホームズの思考術 / マリア・コニコヴァ著 ; 日暮雅

通訳 

大岡山：B1F-一般図書 141.5/Ko 

あなたは、子供の頃になりたかった大人になれましたか？ 

あきらめないで！シャーロック・ホームズになれる可能性が残ってい

ます！ 

本書はホームズの思考方法を心理学・神経科学の観点から分析してお

り、意識して脳を使うことによって、あなたもホームズに！ 

…なれなくても、仕事のミスはきっと減りますよ。 
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人に強くなる極意 / 佐藤優著 

大岡山：B1F-一般図書 159/Sa 

社会人になって思うのは、「びびらず」、「飾らず」「侮らず」仕事をす

るのが大事で、一番難しいことだという事です。カウンター対応をし
ていて日々感じることです。この本は著者の外務省勤務時代からのエ

ピソードを交えながら、心の構え方について論じています。 
 

本当の仕事の作法 : 価値観再生道場 / 内田樹, 名越康文, 橋口い

くよ著 

大岡山：B1F-一般図書 159.4/U 

内田樹氏の後書は秀逸です。人それぞれの心の中に「働く」理由を持

っていると思いますが、働くことについて、何か根本的なことを言わ

れた気がします。 
 

無茶振りの技術 / 高城幸司著 

大岡山：B1F-一般図書 336.4/Ta 

無茶振りされて「ラッキー!!」と思えたとき、それは無茶振りした相

手に（良い意味で）性格を読まれているかもしれません。 
 

本当の大人の作法 : 価値観再生道場 / 内田樹, 名越康文, 橋口い

くよ著 

大岡山：B1F-一般図書 361.41/U 

「第 12章 愛の反対語は敬意」だけでも、是非読んでください。 
 

ディズニーの現場力 / 大住力著 

大岡山：B1F-一般図書 689.5/O 

ひとたびディズニーランドに入るとかかってしまう不思議な魔法…

子どもの頃には気が付かなかったけれど、よくよく見ているとキャス
トと呼ばれるスタッフたちのお仕事ぶりが何だかすごい！そんなデ

ィズニーランドの裏側が見えるだけではなく、いかにチームワーク力

やモチベーションを上げるのか、仕事や職場で実践できる虎の巻にも
なる本です。 
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ノンデザイナーズ・デザインブック / Robin Williams 著 ; 吉川典

秀訳 ; 米谷テツヤ解説 

大岡山：B1F-一般図書, すずかけ台：3F-一般図書 727/W 

デザインを学んだことがない人向けに書かれた、レイアウトデザイン
の基本が学べるロングセラー本です。この本を読むと、基本的なこと

を押さえるだけでデザインがグンとよくなることがわかります。 

チラシやポスターはもちろんのこと、文書や掲示物の作成などにも効
果を発揮する 1冊です。 
 

公用文用字用語辞典 : 注釈 / 川崎政司編 

大岡山：B1F-参考図書 816.4/Ka 

公用文作成の要点と文例 / 八木欣之介著 

大岡山：B1F-一般図書 816.4/Y 

どちらも 2013年に出版された新しい書籍です。 

公用文の作成に悩んでいる新任職員の方から、最新の知識にアップデ

イトしたいベテラン職員の方まで、幅広い方におすすめです。 
 

●大学・教育 大学で働くからには、やっぱり気になるテーマ。 

大学とは何か / 吉見俊哉著 

大岡山：B1F-文庫・新書 081/Id/1318 

中世から現代にかけて、各時代の大学が登場した背景と、大学の特徴、

変貌ぶりが論じられており、さまざまな視座で、「大学」について考

える機会を与えてくれる良書。 
「大学の第一の死」を迎えた 16 世紀の様子が、現在の大学が置かれ

ている状況と似ている点が興味深い。 
 

東大とハーバード世界を変える「20代」の育て方 / 柳沢幸雄著 

大岡山：B1F-一般図書 370.4/Y 

両大学で教えた長年の経験を元に、“18歳時点では極めて優秀な日本
の高校生が大学卒業時にはハーバードの大学生にかなわないのはな

ぜか？”を考えた、日本の大学教育への提案本。 
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生きるための知識と技能 / 国立教育政策研究所編（OECD 生徒の学習

到達度調査(PISA). 国際結果報告書 2012年調査） 

大岡山：B1F-一般図書 372/Ko/5 

世界各国の 15歳児の学力調査を目的とした PISA調査の 2012年の結
果報告書。 

数学的リテラシー、科学的リテラシーなどの学力の調査を行ってお

り、調査には東工大の教育工学開発センターも協力しています。 
ちなみに、OECD は高等教育の学力調査として AHELO を実施していま

す。 

教育先進国と言われたフィンランドが下がる傾向にありますが、能動
的な学習（アクティブラーニング）が日本の学力に今後どう影響を 

与えていくでしょうか…。 
 

大学の話をしましょうか : 最高学府のデバイスとポテンシャル / 

森博嗣著 

大岡山：B1F-一般図書, すずかけ台：3F-一般図書 377.04/M 

「すべてが F になる」「スカイ・クロラ」の森博嗣が名古屋大学、三

重大学に勤めていた経験から大学について語ります。文中、大学への

厳しい意見も多いですが、それだけ筆者が大学に期待していたのだと
感じました。2005 年(法人化直後)の本なので古い部分もありますが、

日々の業務について見直すきっかけになるかもしれません。 
 

大学業界大研究 / 大学経営研究会編 

大岡山：B1F-一般図書 377.1/D 

自分たちの業界が「研究」されていました…。 
本当にほんの少しですが、東工大についても記載されています。 

もし良かったら、探してみてください。 
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学びの空間が大学を変える : ラーニングスタジオ, ラーニングコモ

ンズ, コミュニケーションスペースの展開 / 山内祐平編著 ; 林一

雅 [ほか] 執筆 

大岡山：B1F-一般図書 377.17/Y 

「大学に求められる新しい学習空間」という視点から様々な先進的な

事例を、写真付で紹介。 

事例ごとに、その狙いやコンセプトが丁寧に解説されています。 
 

帝国大学の時代 / 天野郁夫著 

大岡山：B1F-一般図書, すずかけ台：3F-一般図書 377.21/A/1 

大学への挑戦 / 天野郁夫著 

大岡山：B1F-一般図書, すずかけ台：3F-一般図書 377.21/A/2 

これはもしかして大河小説かも？！日本の大学はどのように誕生し
たのか、帝国大学、私立大学に続いて、東京職工学校＝東京工業大学

などの専門学校はどのように生まれ大学へと発展したのか、現在に連

綿と続く高等教育の歴史を知る上で、お勧めの本です。 
 

大学ランキング 2015年版 / 週刊朝日編 

大岡山：B1F-一般図書 377.21/D 

20 年の歴史をもつ日本で唯一の大学総合評価誌です。学長による評

価、就職支援態勢、資格試験合格者数、論文の被引用数、経営者輩出、

卒業生の活躍度など、約 80 項目にわたる指標でランキングするだけ
でなく、大学教員や研究者達の解説付き！ 

各大学を様々な側面から知ることができる、知ってて当たり前の一冊

です。 
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東京工業大学百年史 / 東京工業大学編 

大岡山：B1F-事務用書庫 1 W44939, W44940 

B1F-「東工大卒業生の本」文庫 377.28/To 
すずかけ台：3F-一般図書 377.28/To 

温故知新、大学の歴史を知ろう！ 

記念史は、60 年、90 年、130 年と所蔵していますが、百年の節目に

刊行されたこの資料が決定版でしょう。 
東工大は、明治 14 年（1881）年、東京職工学校として創設、昭和に

なり東京工業大学となりますが、当時は染織化学、紡織、窯業といっ

た学科が設置されており、産業の移り変わりが感じられます。 
史資料は他に人物史、部局史、同窓会史などがあります。 
 

大学生の品格 : プリンストン流の教養 24の指針 / 岡部光明著 

大岡山：B1F-一般図書 377.9/O 

学生向けですが、社会人の心にも響く、明快で誠実なメッセージ。す

っきりと気が引き締まるだけでなく、心も温まります。 
 

論文捏造 / 村松秀著 

大岡山：B1F-一般図書, すずかけ台：3F-一般図書 407/M 

米国ベル研究所勤務の 29 才“天才”物理学者による大規模論文捏造

事件を現地取材で追うドキュメンタリー。十数年前の事件にも関わら

ず、STAP細胞をめぐる今般の事件と酷似した展開に驚きます。 
理系大学に勤務する職員なら、事務系・理系を問わず、関心が持てる

のでは？ 
 


