
新入生に贈る　100冊

No.  書　　　　　名 著者 出版社 発行年 図書ＩＤ 請求記号

1 西洋挿絵見聞録 : 製本・挿絵・蔵書票 / 気谷誠著 気谷誠著
アーツアン
ドクラフツ

2009.11 11111051513 022.39/Ki69

2 江戸の本屋さん : 近世文化史の側面 / 今田洋三著 今田洋三著 平凡社 2009.11 11111051210 023.1/Ko78

3
オオカミ少女はいなかった : 心理学の神話をめぐる冒険 / 鈴木光
太郎著

鈴木光太郎著 新曜社 2008.9 11108058437 140.4/Su96

4 思考の整理学 / 外山滋比古著 外山滋比古著 筑摩書房 1986.4 11109019490 141.5/To79

5 心の痛みのセルフコントロール / ジョン・プレストン著 ; 岩坂彰訳 ジョン・プレストン著 創元社 1996.8 21196108002 146.8/P92

6
 生きがいの創造 : スピリチュアルな科学研究から読み解く人生の
しくみ / 飯田史彦著

飯田史彦著
PHP研究
所

2006.1 11111047818 147/I26

7
なぜあの人は楽しそうに働くのか : 自分らしい働き方のスタイルが
見つかる本 / 中越裕史著

中越裕史著 大和書房 2009.11 11110065726 159.4/N32

8
仕事のための12の基礎力 : 「キャリア」と「能力」の育て方 / 大久保
幸夫著

大久保幸夫著 日経BP社 2004.5 11110068545 159.4/O54

9 プロ論。 / B‐ing編集部編<<[1]>> B‐ing編集部編 徳間書店
2004-
2006.12

11111051894 159.4/P97/1

10 プロ論。 / B‐ing編集部編<<2>> B‐ing編集部編 徳間書店
2004-
2006.12

11111051905 159.4/P97/2

11 プロ論。 / B‐ing編集部編<<3>> B‐ing編集部編 徳間書店
2004-
2006.12

11111051917 159.4/P97/3

12 生き方 : 人間として一番大切なこと / 稲盛和夫著 稲盛和夫著
サンマーク
出版

2004.8 11106031883 159/I53
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13
 ローマは一日にして成らず / 塩野七生著
(ローマ人の物語 / 塩野七生著,　1)

塩野七生著 新潮社 1992.7 21194058675 232/R66/1

14 五体不満足 / 乙武洋匡著 乙武洋匡著 講談社 1998.1 21199020910 289.1/O86

15 インパラの朝 : ユーラシア・アフリカ大陸684日 / 中村安希著 中村安希著 集英社 2009.11 11111051793 292.09/N37

16 世界のしくみがよくわかる!ニュースを読む技術 / 池上彰著 池上彰著 ビジネス社 2010.6 11110054875 304/I33

17
池上彰の学べるニュース / 池上彰, 「そうだったのか!池上彰の学
べるニュース」スタッフ [著]<<1>>

池上彰, 「そうだったのか!池上彰の
学べるニュース」スタッフ [著]

海竜社 2010.5- 11111048696 304/I33/1

18
池上彰の学べるニュース / 池上彰, 「そうだったのか!池上彰の学
べるニュース」スタッフ [著]<<2>>

池上彰, 「そうだったのか!池上彰の
学べるニュース」スタッフ [著]

海竜社 2010.5- 11111047108 304/I33/2

19
池上彰の学べるニュース / 池上彰, 「そうだったのか!池上彰の学
べるニュース」スタッフ [著]<<3>>

池上彰, 「そうだったのか!池上彰の
学べるニュース」スタッフ [著]

海竜社 2010.5- 11111048707 304/I33/3

20
池上彰の学べるニュース / 池上彰, 「そうだったのか!池上彰の学
べるニュース」スタッフ [著]<<4>>

池上彰, 「そうだったのか!池上彰の
学べるニュース」スタッフ [著]

海竜社 2010.5- 11111047860 304/I33/4

21
池上彰の学べるニュース / 池上彰, 「そうだったのか!池上彰の学
べるニュース」スタッフ [著]<<5>>

池上彰, 「そうだったのか!池上彰の
学べるニュース」スタッフ [著]

海竜社 2010.5- 11111047872 304/I33/5

22
ゴジラと日の丸 : 片山杜秀の「ヤブを睨む」コラム大全 / 片山杜秀
著

片山杜秀著 文藝春秋 2010.12 11111051501 304/Ka84

23
 これからの「正義」の話をしよう : いまを生き延びるための哲学 /
マイケル・サンデル著 ; 鬼澤忍訳

マイケル・サンデル著 ; 鬼澤忍訳 早川書房 2010.5 11110067086 311.1/Sa62

24
公務員入門 : 「不況の時はやっぱり公務員」のウソ・ホント / 山本
直治著

山本直治著
ダイヤモン
ド社

2009.5 11110066678 317.3/Y31

25
マルクスの経済学がよくわかる本 : ポケット図解 / 阿部真也, 宮崎
哲也著

阿部真也, 宮崎哲也著
秀和シス
テム

2009.12 11111047010 331.6/A12
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26
スバラシク実力がつくと評判のマクロ経済学キャンパス・ゼミ : 経済
学がこんなに分かる!単位なんて楽に取れる! / 馬場敬之著

馬場敬之著
マセマ出
版社

2011.7 11111037060 331/B12

27
債務ブーメラン : 第三世界債務は地球を脅かす / スーザン・ジョー
ジ著 ; 佐々木建, 毛利良一訳

スーザン・ジョージ著 ; 佐々木建, 毛
利良一訳

朝日新聞
社

1995.11 21199125506 333.8/G35

28
貧困のない世界を創る : ソーシャル・ビジネスと新しい資本主義 /
ムハマド・ユヌス著 ; 猪熊弘子訳

ムハマド・ユヌス著 ; 猪熊弘子訳 早川書房 2008.10 11111046995 335.8/Y98

29 生まれ変わっても、この「仕事」がしたい / 堀田孝治著 堀田孝治著
ファースト
プレス

2007.7 11110068382 336.4/H96

30
図解まるわかり女性のビジネスマナー / 鈴木あつこ著 ; 千代田真
紀監修

鈴木あつこ著 ; 千代田真紀監修
新星出版
社

2008.1 11111046968 336.49/Su96

31 スロー・イズ・ビューティフル : 遅さとしての文化 / 辻信一著 辻信一著 平凡社 2001.9 21102079172 361.5/Ts41

32
リン家の人々 : 台湾農村の家庭生活 / マージャレイ・ウルフ著 ; 中
生勝美訳

マージャレイ・ウルフ著 ; 中生勝美訳 風響社 1998.1 21199059242 361.63/W84

33 大学で何を学ぶか / 浅羽通明著 浅羽通明著 幻冬舎 1996.4 21199126244 377.04/A81

34 失敗の本質 : 日本軍の組織論的研究 / 戸部良一 [ほか] 著 戸部良一 [ほか] 著
ダイヤモン
ド社

1984.5 21186149107 391.2/Sh79

35
スバラシク実力がつくと評判の大学基礎数学キャンパス・ゼミ : 大
学の数学がこんなに分かる!単位なんて楽に取れる! / 馬場敬之,
高杉豊著

馬場敬之, 高杉豊著
マセマ出
版社

2008.2 11111036893 410/B12

36 世にも美しい数学入門 / 藤原正彦, 小川洋子著 藤原正彦, 小川洋子著 筑摩書房 2005.4 11111045194 410/F68

37
スバラシク実力がつくと評判の線形代数キャンパス・ゼミ : 大学の
数学がこんなに分かる!単位なんて楽に取れる! / 馬場敬之, 高杉
豊著

馬場敬之, 高杉豊著
マセマ出
版社

2003.7 11111036904 411.3/B12

38
スバラシク実力がつくと評判の微分積分キャンパス・ゼミ : 大学の
数学がこんなに分かる!単位なんて楽に取れる! / 馬場敬之, 高杉
豊 [著]

馬場敬之, 高杉豊 [著]
マセマ出
版社

2003.4 11111036916 413.3/B12
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39
スバラシク実力がつくと評判の常微分方程式キャンパス・ゼミ : 大
学の数学がこんなに分かる!単位なんて楽に取れる! / 馬場敬之,
久池井茂著

馬場敬之, 久池井茂著
マセマ出
版社

2010.5 11111036928 413.62/B12

40
スバラシク実力がつくと評判のベクトル解析キャンパス・ゼミ : 大学
の数学がこんなに分かる!単位なんて楽に取れる! / 馬場敬之, 高
杉豊著

馬場敬之, 高杉豊著
マセマ出
版社

2007.6 11111036931 414.7/B12

41
スバラシク実力がつくと評判の統計学キャンパス・ゼミ : 大学の数
学がこんなに分かる!単位なんて楽に取れる! / 馬場敬之, 久池井
茂著

馬場敬之, 久池井茂著
マセマ出
版社

2010.5 11111036943 417/B12

42
SPSSでやさしく学ぶアンケート処理 / 加藤千恵子, 盧志和, 石村貞
夫著

加藤千恵子, 盧志和, 石村貞夫著 東京図書 2003.5 21103015025 417/Ka86

43 相対性理論入門講義 / 風間洋一著 風間洋一著 培風館 1997.1 11111074640 421.2/Ka99

44 物理数学 / 福山秀敏, 小形正男著 福山秀敏, 小形正男著 朝倉書店 2003.3 11111046766 421.5/B97/1

45 対称性と振動・波動・場の記述 / 塚田捷著 塚田捷著 朝倉書店 2003.11 11111046778 421.5/B97/2

46
アメリカ最優秀教師が教える相対論&量子論 : はじめて学ぶ二大
理論 / スティーヴン・L・マンリー著 ; スティーヴン・フォーニア絵 ;
吉田三知世訳

スティーヴン・L・マンリー著 ; ス
ティーヴン・フォーニア絵 ; 吉田三知
世訳

講談社 2011.10 11111077848 421/Ma44

47 解析力学・量子論 / 須藤靖著 須藤靖著
東京大学
出版会

2008.9 11111046793 423.35/Su84

48
スバラシク実力がつくと評判の演習力学キャンパス・ゼミ / 馬場敬
之, 高杉豊著

馬場敬之, 高杉豊著
マセマ出
版社

2008.1 11109014726 423/B12

49
熱とはなんだろう : 温度・エントロピー・ブラックホール…… / 竹内
薫著

竹内薫著 講談社 2002.11 11111051246 426.5/Ta67

50
高校数学でわかるボルツマンの原理 : 熱力学と統計力学を理解し
よう / 竹内淳著

竹内淳著 講談社 2008.11 11111076962 426.5/Ta67

51 基礎固体物性 / 齋藤理一郎著 齋藤理一郎著 朝倉書店 2009.2 11111046781 428.4/Sa25
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52
宇宙は何でできているのか : 素粒子物理学で解く宇宙の謎 / 村山
斉著

村山斉著 幻冬舎 2010.9 11111051261 429.6/Mu62

53
クォーク : 素粒子物理はどこまで進んできたか / 南部陽一郎著 第
2版

南部陽一郎著 講談社 1998.2 11111075464 429.6/N47

54 隠れていた宇宙 / ブライアン・グリーン著 ; 大田直子訳<<上>> ブライアン・グリーン著 ; 大田直子訳 早川書房 2011.7 11111065614
443.9/G82/
上

55 隠れていた宇宙 / ブライアン・グリーン著 ; 大田直子訳<<下>> ブライアン・グリーン著 ; 大田直子訳 早川書房 2011.7 11111065626
443.9/G82/
下

56
ホーキング、宇宙を語る : ビッグバンからブラックホールまで / ス
ティーヴン・W・ホーキング著 ; 林一訳

スティーヴン・W・ホーキング著 ; 林一
訳

早川書房 1995.4 11111051537 443.9/H45

57
海のなんでも小事典 : 潮の満ち引きから海底地形まで / 道田豊
[ほか] 著

道田豊 [ほか] 著 講談社 2008.3 11111076757 452/U74

58 世界は分けてもわからない / 福岡伸一著 福岡伸一著 講談社 2009.7 11110006696 460.4/F82

59 生命の起源を解く七つの鍵 / A.G.ケアンズ=スミス著 ; 石川統訳 A.G.ケアンズ=スミス著 ; 石川統訳 岩波書店 1987.3 21186221427 461.6/C12

60
花はふしぎ : なぜ自然界に青いバラは存在しないのか? / 岩科司
著

岩科司著 講談社 2008.7 11111076873 470/I96

61 ゾウの鼻はなぜ長い : 動物の不思議31 / 加藤由子著 加藤由子著 講談社 1996.9 11111074866 481.78/Ka86

62
ヒアリの生物学 : 行動生態と分子基盤 / 東正剛, 緒方一夫, S.D.
ポーター著 ; 東典子訳

東正剛, 緒方一夫, S.D. ポーター著 ;
東典子訳

海游舎 2008.3 11111046804 486.7/H55

63
人は放射線になぜ弱いか : 少しの放射線は心配無用 / 近藤宗平
著

近藤宗平著 講談社 1998.12 11111075526 492.4/Ko73

64 ねじ子のヒミツ手技 / 森皆ねじ子著<<1st lesson>> 森皆ねじ子著
エス・エム・
エス

2009.8- 11110029148 492/Mo54/1
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65 ねじ子のヒミツ手技 / 森皆ねじ子著<<2nd lesson>> 森皆ねじ子著
エス・エム・
エス

2009.8- 11110029151 492/Mo54/2

66
男が知りたい女の「気持ち」 : 永遠のナゾに女医が答える / 田村
秀子著

田村秀子著 講談社 2010.10 11111077572 495/Ta82

67
失われた「医療先進国」 : 「救われぬ患者」「報われぬ医師」の袋小
路 / 岩本裕, NHK取材班著

岩本裕, NHK取材班著 講談社 2010.11 11111077607 498.13/I94

68 今こそ食育を! : 元気をつくる選食・食戦 / 砂田登志子著 砂田登志子著 法研 2000.1 21199117120 498.5/Su72

69
食安全の科学 : 食生活を脅かす化学物質の生体作用 / 菅家祐
輔, 坂本義光編著 ; 入野勤 [ほか] 共著

菅家祐輔, 坂本義光編著 ; 入野勤
[ほか] 共著

三共出版 2009.4 11111051804 498.54/Sh96

70 土質力学 / 石原研而著  第2版 石原研而著 丸善 2001.11 11105058930 511.3/I74

71 ほんとうの環境問題 / 池田清彦, 養老孟司著 池田清彦, 養老孟司著 新潮社 2008.3 11108048246 519.04/I32

72 環境問題入門 / 小林辰男, 青木慎一著 小林辰男, 青木慎一著
日本経済
新聞社

2006.7 11111068320 519/Ko12

73 機械工作入門 : おもしろ話で理解する / 坂本卓著 坂本卓著
日刊工業
新聞社

2003.3 21103107161 532/Sa32

74 原発のしくみと放射能 : きちんと知りたい
ニュートン
プレス

2011.8 11111047147 543.5/G33

75
ナマコを歩く : 現場から考える生物多様性と文化多様性 / 赤嶺淳
著

赤嶺淳著 新泉社 2010.5 11111051588 664.78/A31

76  Twitter英語術 / 晴山陽一, クリストファー・ベルトン著 晴山陽一, クリストファー・ベルトン著
実業之日
本社

2010.5 11111046932 670.93/H32

77
 「分かりやすい説明」の技術 : 最強のプレゼンテーション15のルー
ル / 藤沢晃治著

藤沢晃治著 講談社 2002.1 11111078104 809.2/F66
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78
 日本人の知らない日本語 : なるほど〜×爆笑!の日本語"再発見"
コミックエッセイ / 蛇蔵, 海野凪子著

蛇蔵, 海野凪子著
メディア
ファクト
リー

2009.2 11110019503
810.4/H51/[
1]

79 日本語学のしくみ / 加藤重広著 ; 町田健編 加藤重広著 ; 町田健編 研究社 2001.1 11110027070 810/Ka86

80
Writing for academic purposes : 英作文を卒業して英語論文を書く
/ 田地野彰, ティム・スチュワート, デビッド・ダルスキー編

田地野彰, ティム・スチュワート, デ
ビッド・ダルスキー編

ひつじ書房 2010.4 11111043062 836.5/Ta26

81 英語でよむ万葉集 / リービ英雄著 リービ英雄著 岩波書店 2004.11 11104062277 911.12/L57

82 星新一ショートショート1001 / 星新一著<<1 1961-1968>> 星新一著 新潮社 1998.12 11111051552 913.6/H92/1

83 星新一ショートショート1001 / 星新一著<<2 1968-1973>> 星新一著 新潮社 1998.12 11111051564 913.6/H92/2

84 星新一ショートショート1001 / 星新一著<<3 1974-1997>> 星新一著 新潮社 1998.12 11111051576 913.6/H92/3

85 永遠の0 / 百田尚樹著 百田尚樹著 太田出版 2006.8 11111051781 913.6/H99

86 下町ロケット / 池井戸潤著 池井戸潤著 小学館 2010.11 11111038706 913.6/I33

87
もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読
んだら / 岩崎夏海著

岩崎夏海著
ダイヤモン
ド社

2009.12 11111003233 913.6/I96

88 伽羅の香 / 宮尾登美子著 宮尾登美子著
中央公論
社

1996.7 11111051145 913.6/Mi81

89 思い出トランプ / 向田邦子著 向田邦子著 新潮社 1983.5 11111039328 913.6/Mu27

90 男どき女どき / 向田邦子著 向田邦子著 新潮社 1985.5 11111051184 913.6/Mu27
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新入生に贈る　100冊

No.  書　　　　　名 著者 出版社 発行年 図書ＩＤ 請求記号

91 こころ / 夏目漱石著  改版 夏目漱石著 新潮社 2004.3 11110023436 913.6/N58

92 博士の愛した数式 / 小川洋子著 小川洋子著 新潮社 2003.8 21103110980 913.6/O24

93 イン・ザ・プール / 奥田英朗著 奥田英朗著 文藝春秋 2006.3 11111047884 913.6/O54

94 悼む人 / 天童荒太著 天童荒太著 文藝春秋 2008.11 11111051362 913.6/Te35

95 天地明察 / 冲方丁著 冲方丁著 角川書店 2009.11 11111051347 913.6/U13

96 ガラスの地球を救え : 二十一世紀の君たちへ / 手塚治虫著 手塚治虫著 光文社 1996.9 11111018844 914.6/Te95

97
宇宙への秘密の鍵 / ルーシー&スティーヴン・ホーキング作 ; さく
まゆみこ訳

ルーシー&スティーヴン・ホーキング
作 ; さくまゆみこ訳

岩崎書店 2008.2 11111063420
933.7/H45/[
1]

98
宇宙に秘められた謎 / ルーシー&スティーヴン・ホーキング作 ; さく
まゆみこ訳

ルーシー&スティーヴン・ホーキング
作 ; さくまゆみこ訳

岩崎書店 2009.7 11111063432 933.7/H45/2

99
宇宙の誕生 : ビッグバンへの旅 / ルーシー&スティーヴン・ホーキ
ング作 ; さくまゆみこ訳

ルーシー&スティーヴン・ホーキング
作 ; さくまゆみこ訳

岩崎書店 2011.10 11111063444 933.7/H45/3

100
モモ : 時間どろぼうとぬすまれた時間を人間にとりかえしてくれた
女の子のふしぎな物語 / ミヒャエル・エンデ[作] ; 大島かおり訳

ミヒャエル・エンデ[作] ; 大島かおり
訳

岩波書店 2001.11 21103066718 943/E59
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