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●リストの見方 

図書タイトル / 著者 

所在 & 請求記号 

図書サポーターからのコメント 

 

江戸川乱歩短篇集 / 千葉俊二編 

大岡山：B1F-文庫・新書 080/Ic/181 

すずかけ台：1F-ペリパトス文庫：文庫・新書 913.6/E 

江戸川乱歩の代表作 12 篇を収録した一冊。ひとつひとつのストーリーが 30

ページほどに収まっており、通勤通学の際に読むには丁度いいので気軽に読む

ことができる。 

 

大江健三郎自選短篇 / 大江健三郎作 

大岡山：B1F-文庫・新書 080/Ic/197 

ノーベル賞作家、大江健三郎の自選短篇集。短編なのでキリが悪くなりがちな

通勤通学時にも読みやすく、初期～後期の作風の変遷も楽しめる一冊です。全

作品加筆修正がなされているので大江作品を読んだことがあるという人にも

オススメ。 

 

猫とともに去りぬ / ロダーリ著 ; 関口英子訳 

大岡山：B1F-文庫・新書 080/Kob/R 

短編集なので通勤通学で読みやすいです。内容はファンタジーです。何気ない

日常生活から一瞬であり得ない展開に発展します。動物になる人が多いです。 

 

1ドルの価値 ; 賢者の贈り物 : 他 21編 / O.ヘンリー著 ; 芹沢恵訳 

大岡山：B1F-文庫・新書 080/Koc/H 

すずかけ台：1F-ペリパトス文庫：文庫・新書 933.7/H 

英語のサイドリーダーなどでもおなじみの O.ヘンリーの短編集。23編収録さ

れていますが、1つ 1つは短いので電車内でも読みやすいと思います。舞台も

開拓地から都会まで多様で、いろいろな話が楽しめます。 
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食べる人類誌 : 火の発見からファーストフードの蔓延まで / フェリペ・フェ

ルナンデス=アルメスト著 ; 小田切勝子訳 

大岡山：B1F-文庫・新書 080/NF/367 

私たちの生活になくてはならない食事。私たちの祖先はどんなものを、どのよ

うに食べていたのか？そして過去の食と現代の食生活にはどんなつながりが

あるのか？人類史を｢食」に着目して描いた本。 

 

佐藤可士和のクリエイティブシンキング / 佐藤可士和著 

すずかけ台：1F-ペリパトス文庫：和書 141.5/Sa 

日本人デザイナーとして世界で活躍する佐藤可士和さんが、日常の仕事で使え

るクリエイティブシンキングの方法をレクチャーしてくれる本です。わかりや

すい可士和さんの手書きイラストも交えて、非常に読みやすい。クリエイティ

ブやデザインはもはや特別な能力ではありません。これを朝読めば、さっそく

一日の中で試したくなるかも。 

 

金持ち父さん貧乏父さん : アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 / 

ロバート・キヨサキ, シャロン・レクター著 ; 白根美保子訳 

すずかけ台：1F-ペリパトス文庫：和書 159/Ki 

金持ちはお金のために仕事をするわけではない。 

マイホームは資産ではなく、負債だ。 

著者独自の考えをはっきりと示す。 

お金を動かして人生を幸福に過ごすための哲学を教えてくれる。 

 

生きること学ぶこと / 広中平祐著 

大岡山：B1F-一般図書 289.1/H 

数学のノーベル賞といわれるフィールズ賞受賞者の著者が、人生を振り返りな

がら、学ぶ喜びとは何かを説いた本。東工大に入って日々勉強する中、ふと自

分の立ち位置が分からなくなったら、読んでみて下さい。すっと心に風が吹き

込みます。 
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東京「地理・地名・地図」の謎 : 意外と知らない“首都"の歴史を読み解く!  / 

谷川彰英監修 

すずかけ台：1F-ペリパトス文庫：文庫・新書 291.3/Ta 

普段何気なく通過している駅の名前、なぜそのように呼ばれるようになったか

考えてみたことはありますか。「八重洲」「見附」「赤羽」など、今は何とも思

っていない名前でも元々はその土地の特徴を表したり、実は外国人の名前が由

来になっていたりしています。意外と知られていない東京の雑学満載の一冊で

す。 

 

河童が覗いたヨーロッパ / 妹尾河童著 

大岡山：B1F-一般図書 293.09/Se 

内容は、著者が訪れたヨーロッパ各国の街並みや宿泊施設についての記録集の

ようなもの。章ごとの区切りが細かいため、通勤通学のちょっとした空き時間

でもキリ良く読める本。 

 

留学生が見たカルチャーショック日本 : 留学生制度が日本を変える / サベ

ットメヘラン, サベット由里子著 

大岡山：B2F-語学・留学用資料 302.1/Sa 

すずかけ台：2F-語学・留学用資料 302.1/Sa 

筆者が来日して体験したエピソードや留学生の声が紹介されています。日本人

の方にも留学生の方にもオススメです！ ひとつのトピックが数ページで書か

れているので、通学・通勤中も読みやすい一冊です。 

 

下流同盟 : 格差社会とファスト風土 / 三浦展編著 

すずかけ台：1F-ペリパトス文庫：文庫・新書 304/M 

空洞化する商店街、崩壊する家族、増大するワーキング・アップ……。 

日本はアメリカのようにファスト風土化しつつある。どこに行っても似たよう

な景色、お土産、チェーンストア、食べ物……。日本の将来はどうなっていく

のだろう。 
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ゲーム理論 / 渡辺隆裕著 

大岡山：B1F-一般図書 331.19/W 

経済への応用で注目されているゲーム理論を、大変読みやすく解説した本で

す。見開き 1ページで一つの内容が完結するので、ページをめくるごとに理解

が進んでいく感覚が味わえます。本を読み終わるところのキリが悪くなりがち

な通学・通勤時に最適です。 

 

TED驚異のプレゼン : 人を惹きつけ、心を動かす 9つの法則 / カーマイン・

ガロ著 ; 土方奈美訳 

大岡山：B1F-一般図書 336.49/G 

TEDで素晴らしいプレゼンを見て、自分も聴衆を魅了するプレゼンができるよ

うになりたい、と憧れを抱く人も多いはず。それだけでなくもっと自信をもっ

て話したい、あるいは説得力のあるスピーチをしたいと思っている人にもおす

すめの一冊です。 

 

プレゼンテーション Zen : デザイン : あなたのプレゼンを強化するデザイン

の原則とテクニック / ガー・レイノルズ著 ; 熊谷小百合訳 

大岡山：B1F-一般図書 336.49/R 

効果的なプレゼンを「デザイン」の視点から探る一冊。フォントや画像編集の

テクニックも紹介されています。通勤・通学中にあなたのプレゼンスキルを上

げましょう！ 

 

トコトンやさしい実用技術を支える法則の本 / 福田遵著 

大岡山：B1F-「東工大卒業生の本」文庫 404/H 

簡単な物理法則などがまとめられています。東工大生ならほとんど知っている

事でしょうが、他人に何かを説明するときなどに役立つでしょう。 
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理系あるある / 小谷太郎著 

すずかけ台：1F-ペリパトス文庫：文庫・新書 404/Ko 

「キムワイプで鼻をかむ」、「救急車のサイレンを聞いて“ドップラー効果！”と

思う」、「クリーン・ウェアが汚い」、「疑似科学に厳しい」など、理系の人によ

くあることをまとめた本です。 

服装について「お前またチェック柄か。」「座標系柄だよ。。。苦笑」とやりあう

漫画があったりとイラスト豊富で、それぞれの話が短いので、通学時間の短い

方にもおすすめです。 

 

ワインの科学 : 「私のワイン」のさがし方 / 清水健一著 

大岡山：B1F-文庫・新書 408/B/1240 

ワインに対する間違った常識を科学的に解き明かします！ワインがもっと美

味しくなる知識からブドウの栽培や健康の科学、ワインのすべてが分かる楽し

い内容となっています。通学通勤といった合間時間に雑学を深めるのもいいと

思います。 

 

大人のための新オーディオ鑑賞術 : デジタルとアナログを両立させた新発想 

/ たくきよしみつ著 

大岡山：B1F-文庫・新書 408/B/1641 

すずかけ台：3F-一般図書 408/B/1641 

本書では音楽データの形式、携帯プレイヤー、CD からのリッピング、アナロ

グデータの変換、楽曲の保存方法、再生環境（スピーカーやアンプ）といった

事柄が取り上げられています。音楽やオーディオに興味がある方におすすめで

す。 

 

マンガはじめましてファインマン先生 : 超天才物理学者の頭の中 / ジム・オ

ッタヴィアニ原作 ; リーランド・マイリック漫画 ; 大貫昌子訳 

大岡山：B1F-文庫・新書 408/B/1832 

電車の中ではレポートを書いたり論文を読んだりするのが最も効率の良い通

学方法だが、元気がなくて手が付かない日も当然ある。本書はマンガなので読

みやすく、ファインマン先生のユーモアが感じられて面白い一冊だと思う。 
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超絶難問論理パズル : アタマの底力をひきだす 72問 / 小野田博一著 

大岡山：B1F-文庫・新書 408/B/1833 

超絶難問と聞くとそれだけでやる気がなくなるがこれはあくまでパズルとし

ての難問で、解けることを前提としたうえで難しめであるという意味である。

そしてそのくらいの方が解けた時の達成感がありむしろ丁度良い。 

 

直感を裏切る数学 : 「思い込み」にだまされない数学的思考法 / 神永正博著 

大岡山：B1F-文庫・新書 408/B/1888 

クラス 50 人の中、同じ誕生日の人がいる確率はほぼ 97％だと信じられます

か… 

レジが 2 つになれば行列は半分になるか…マンホールに落ちないふたは円形

だけ… 平均寿命より長生きできる人は全体の半分だけ？といった様々な直感

で分からない真実が簡単に面白く説明されていますので、通勤・通学にぴった

りだと思います。 

 

99.996%はスルー : 進化と脳の情報学 / 竹内薫, 丸山篤史著 

大岡山：B1F-文庫・新書 408/B/1901 

何気なく行っている「スルー」という行為。実は人間が生きる上で「基本」と

なる行為だった…? 「スルーする人」も「スルーされる人」も、読めば日頃

意識している「スルー」が取るに足らないことのように感じられる、そんな図

書。 

 

単位と定数のはなし / 小谷太郎著 

大岡山：B1F-一般図書 420.75/Ko 

見開き 1ページで一つの内容が完結するので、本を読み終わるところのキリが

悪くなりがちな通学・通勤時に最適です。自分の専門分野でおなじみの単位・

定数もあれば、何とも摩訶不思議な単位・定数も登場します。この本で単位・

定数マスターになろう！ 
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海馬 : 脳は疲れない / 池谷裕二, 糸井重里著 

大岡山：B1F-一般図書 491.371/I 

すずかけ台：3F-一般図書 491.371/I 

脳の研究をしている池谷裕二さんと、コピーライターの糸井重里さんの対話を

通して、「よりよく生きる」ことと「より頭をよくする」ことのつながりを見

つけていきます。池谷裕二さんはこの本を「すべての人への応援歌である」と

書いていますが、脳の可能性について勇気をもらえる一冊となっています。 

 

よくわかる最新非破壊検査の基本と仕組み : 機械や構造物の健全性評価を基

礎から学ぶ : 健全性と品質 / 水谷義弘著 

大岡山：B1F-一般図書, 「東工大先生の本」文庫 501.55/M 

非破壊検査とは、文字通り物を壊さずに壊れそうな部分を見つける手法です。

本書では電磁波、音波、放射線、赤外線などあの手この手を用いて検査する方

法が簡単にまとめられています。機械・土木系や製品・構造物にかかわる人に

おすすめです。 

 

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 

大岡山：B1F-一般図書 625.21/I 

すずかけ台：1F-ペリパトス文庫：和書 625.2/I 

農薬や肥料を一切使わずにリンゴを実らせることに成功した、木村秋則さんの

壮大な人生がまとめられた本です。NHK のドキュメンタリー番組「プロフェ

ッショナル 仕事の流儀」にも取り上げられたことがあり、TVで見たことがあ

る人もない人も一度は読んでほしい一冊です。 

 

怖い絵 / 中野京子 [著] 

すずかけ台：1F-ペリパトス文庫：文庫・新書 723/M 

世界の著名な絵画を、恐怖という観点から当時の歴史と共に解説している本で

す。美術の勉強になるとともに、教科書には載っていない世界史の裏話がたく

さん。絵の意味を知って背筋がゾワッとするようなことも。朝のぼんやり頭が

すっきり冴えること間違いなし！ 
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語源とイラストで TOEICテスト英単語を 4倍に増やす! : 対象レベル TOEIC

テストスコア 300～600点台 : English Kanji式アプローチ! / ロバート・ヒ

ルキ著・監修 ; 日本アイアール株式会社編 

大岡山：B2F-語学・留学用資料 830.79/H  

すずかけ台：2F-語学・留学用資料 830.79/H 

スキマ時間で英語力 UP!! 単語を、丸暗記ではなく語源から覚えるから、覚え

やすく、忘れにくいです。電車に乗っているときにパラパラ見るだけで、単語

力がアップすると思います。 

 

毎日 1分 TOEIC TEST600点クリア / 田中健介著 

大岡山：B2F-語学・留学用資料 830.79/Ta 

すずかけ台：2F-語学・留学用資料 830.79/Ta 

通学時間を卒業への一歩に、そんな夢を叶えてくれるこの一冊。そのうたた寝

している「1分」に、この本を開くことで、TOEICの点数に脅える大学生活を

卒業しましょう！ 

 

グリム童話の傑作選で英語を学ぶ : 完全新訳 / Jacob and Wilhelm Grimm 

[著] ; 諸兄邦香編訳 

大岡山：B2F-語学・留学用資料 837.7/G 

すずかけ台：2F-語学・留学用資料 837.7/G 

ヘンゼルとグレーテル、シンデレラといった有名なグリム童話を英語で読むこ

とで、物語を楽しむとともに単語力がついていく、という本です。ネイティブ

による朗読音声もあるので、気軽に読むことができます。 

 

キクタン英会話 : 聞いてマネしてすらすら話せる [初級編] / 一杉武史編

著 ; 英語出版編集部編集 

大岡山：B2F-語学・留学用資料 837.8/H/1 

すずかけ台：2F-語学・留学用資料 837.8/H/1 

「聞いて覚える」ことにこだわり抜いた単語集・熟語集・フレーズ集です。日

常会話でよく使われる短いフレーズをマスターすることで、実践的な英会話力

が身に着きます。図書館に語学・留学用資料コーナーが新設されましたので、

そちらもご確認ください。 
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Dr. Jekyll and Mr. Hyde / by R.L. Stevenson 

大岡山：B2F-語学・留学用資料 837.7/L/2 

すずかけ台：2F-語学・留学用資料 837.7/L/2 

二重人格を題材にしたイギリスの小説。ラダーシリーズは、英語を学びながら

小説としても楽しめる一石二鳥のシリーズです。最初は、簡単なレベルから読

み進め、読破する達成感を味わうのがおすすめ。電車の中で英語を読んでいる

とかっこいいかもしれません…！ 

 

Anne of Green Gables / L. M. Montgomery ; abridged by Xanthe Smith 

Serafin 

大岡山：B2F-語学・留学用資料 837.7/L/3 

隣に座っている「いかにも」な大学生が、英語の本を読んでいて超かっこいい…

なんて経験ありませんか？誰もが親しみやすいお話を簡単な英語で読んで、今

日からあなたも「超かっこいい」の仲間入り！ 

 

The lost world / Michael Crichton ; retold by Janet McAlpin 

大岡山：B2F-語学・留学用資料 837.7/P/4 

この夏に続編の映画が公開される、Jurassic Park の第二話 The Lost World

をノベライズ化したリトールド版。平易な英語に書き直されており、通学時間

中の英語学習にも向いていると思います。今年から語学・留学用資料コーナー

もできたのでぜひ御活用下さい。 

This is the retold version of "The Lost World" which is the sequel of 

"Jurassic Park". Since it was written for Japanese students, foreign 

students may read through it during riding on the train. The "Materials 

for Language Study / Study Abroad" corner opened on this spring, so 

why don't you utilize it? 

 

作品 100 / 星新一 [著] 

大岡山：B1F-一般図書 908.3/Se/B28 

400ページ以上にわたり星新一の数多くの作品を収録している一冊。通勤通学

時にこの本があれば、普段はつまらない通勤通学の時間も楽しいひと時となる

かもしれない。 
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美しい日本の季語 : 365日で味わう / 金子兜太監修 

大岡山：B1F-一般図書 911.307/U 

季語を知ることによって、日々移り変わる季節の変化を五感で楽しむことがで

きます。日々の生活で出会う自然に対して、今まで感じたことのない感覚が味

わえるかも？！ 

 

図書館戦争 / 有川浩著 ; 徒花スクモイラスト 

すずかけ台：1F-ペリパトス文庫：和書 913.6/A 

今秋、映画の続編が公開される『図書館戦争』。再びブームを巻き起こすこと

必至の原作です。図書隊の本にかける熱い思いに、ヒロインの恋の行方…普段

あまり本を読まれない方にもおすすめで、シリーズ読破も夢じゃない！！！ 

 

陽気なギャングの日常と襲撃 : 長編サスペンス / 伊坂幸太郎著 

すずかけ台：1F-ペリパトス文庫：和書 913.6/I 

4人のちょっとすごい特技を持つ人々が銀行強盗をやっちゃう話です。短編集

なので読みやすいですが電車内で笑いをこらえるのが大変かも。4つのストー

リーが最後に一つに組み合わさり、パズルが解けるような爽快感のある小説で

す。 

 

猫語の教科書 / ポール・ギャリコ著 ; 灰島かり訳 

すずかけ台：1F-ペリパトス文庫：文庫・新書 934.7/G 

なんと猫の猫による猫のためのハウツー本です。普段の愛くるしい姿は人間の

家をのっとるための策略だった？猫好きにはたまらない、思わずクスッとなっ

てしまう本です。 
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レ・ミゼラブル / ユゴー [著] ; 佐藤朔訳  

大岡山：B1F-リベラルアーツ資料 953.6/H/1-953.6/H/5 

すずかけ台：2F-リベラルアーツ資料 953.6/H/1-953.6/H/5 

ジャン・ヴァルジャンの数奇な運命とその周りの人々を描いた物語。悲しい物

語のイメージを持つ人もいるかもしれませんが、人生の厳しさだけでなく、素

晴らしさも書かれた本です。 

「名前は聞いたことあるけど、内容は知らない…。」という人は、ぜひ読んで

みてください。 

 

素数たちの孤独 / パオロ・ジョルダーノ著 ; 飯田亮介訳 

大岡山：B1F-一般図書 973/G 

イタリアのトリノを舞台とした、切ない恋愛小説です。著者が素粒子物理学の

研究者、ということで理系ならではの感性が光っているのもみどころです。 

 


