
BOOK LIST 
卒 業 生 へ の 

卒業・修了おめでとうございます！ 

これから社会に旅立つ皆さんに、ぜひ読んでほしい本、 

 20代で読んでほしい本などを先生方に選んでいただきました。 

ぜひ、今後の読書にお役立てください！ 

2012.1 



BOOK LISTにご協力いただいた先生方 

生命情報工学研究系 

坂本順司先生 

前田衣織先生 

石橋邦俊先生 

人間科学系 

ご協力いただいた先生方に感謝を申し上げます。 

小田部荘司先生 

藤原暁宏先生 

電子情報工学研究系 

伊藤高廣先生 

林英治先生 

機械情報工学研究系 

 

藤尾光彦先生 

システム創成情報工学研究系 

  下薗真一先生 

知能情報工学研究系 



知能情報工学研究系 

「永遠の０」 百田 尚樹 太田出版     

   太平洋戦争を生き抜いた人たちから話を聞くことができる最後の時代に書かれ

た、すばらしい歴史小説だと思った。０（零）はゼロ戦のことだが、戦闘機マニ

アとかミリタリーおたくむけというわけではない。自分のルーツをたどる冒険小

説のようなものだろうか。戦史がかなり詳細まで語られ、伏線などきれいに張ら

れすぎている感じもするので、もう少し軽く読みたい人は画：須本壮一によるコ

ミック版をおすすめする。 

 塩野七生 著「ローマ人の物語」のときも感じたが、私たちはもっと歴史、戦争

に興味を持ち、学ぶべきだ。政治思想だけでなく、現在の情報科学技術を語ると

きにおいてでさえも、その知識は生きるのだから。 

 下薗真一先生のおすすめ 

2006.8  ISBN:9784101110028 本館 閲覧室１階 ベストセラーコーナー 学生用図書 

2009.7  ISBN:9784062764131 分館 閲覧３階 文学 学生用図書（講談社文庫） 

   ソポクレスとその作品が世界史、文学、ドラマ演劇、哲学など、今でも幅広く

引用され議論される人類の財産であるというのはもちろんだけれども、「いつか

はホメロス」という小さな夢を持っていた学生時代の自分にとって、本書は純粋

にギリシャ古典文学の入門書として最適だった。たとえば、注釈がその見開きに

あるのである。 

 すでに西洋神話ものがたり集では物足りなく、かといって村上春樹とか吉本ば

ななで時間をつぶす気にもなれなかったとき、ついつい手に取ってしまった書。

本書やアイスキュロス、エウリピデスを読んだ後でなら、アリストパネスの喜劇

「蛙」の悲劇パロディで、二千年以上前の人々とおなじく腹を抱えて笑えるので

ある。 

本館 閲覧室２階  

「ギリシャ悲劇Ⅰ ソポクレス」 

ソポクレス  筑摩書房 

 913.6 

H-138 

（本館） 

 913.6 

H-107 

（分館） 



電子情報工学研究系 

「雲の墓標」 阿川 弘之 新潮文庫     

   万葉集を勉強する学生だった吉野は学徒動員で戦争に巻き込まれていく。最初

は反感を持っていたのに、次第に戦争の狂気にとらわれていく。同僚の藤倉は戦

争とは一定の距離を置き、たえず批判をくりかえす。きちんと考えれば吉野がお

かしく、藤倉が正しいはずなのに、それを読んでいる私は、途中から吉野の考え

方に共鳴し、藤倉の行動がなさけなく反社会的だとすら思ってしまう。その時に

戦争の狂気を感じる....小説でなければできないことをやってのける著者の力量

に驚きを隠せない。ついに吉野は特攻隊に志願することになる。若い頃に読んで

いただきたい。春に似合わないから終戦の日の近辺がいいかもしれない。こうい

う本は読む年齢により印象が大きく異なる。10年に一度は読んで、自分の成長ぶ

りを感じることができるだろう。 

指揮官たちの特攻 城山 三郎 新潮文庫  

   最初の特攻を行った関行雄大尉と終戦の日に最後の特攻を行った中津留達雄大

尉の生き様を描く。秀逸なのは著者自身の体験が折に触れ現れてくることだ。昭

和20年に17歳であった著者は23歳で死んでいった彼らと近いようで遠い。しか

し著者自身の体験が彼らの行動をより読み手に近いところに持って来てくれる。

中津留大尉は大分県津久見出身で宇佐航空隊で教官をしていたので、随所で大分

の地名が出てくる。また最近書かれたので読みやすい。あまりに理不尽な戦争を

理解するのに最初の本として良いだろう。 

 小田部荘司先生のおすすめ 

2004.7  ISBN:9784101133287 分館 閲覧３階 文学 学生用図書 

 913.6 

Ｓ-120 

 

 918.6 

Ａ-5 

1 
2009.7  ISBN:9784101110028（改版）本館 閲覧室２階 学生用図書 

『阿川弘之自選作品：１』に収録 



  藤原暁宏先生のおすすめ 

「うらおもて人生録」色川 武大 新潮文庫                       

20代に「生きていくための技術」を学んだ本です。 

1987.11  ISBN:9784101270029   分館 閲覧３階 文学 学生用図書 

 914.6 

Ｉ-45 

2 

「この世でいちばん大事な「カネ」の話」  

 さらっと読める本ですが、人生におけるお金の大切さを少しは理解できる 

でしょう。 

2008.12  ISBN:9784652078402   分館 閲覧３階 哲学 研究用図書 

西原 理恵子  理論社  
 159.7 

Ｓ-4 

 

システム創成情報工学研究系 

「坂の上の雲」司馬 遼太郎 文藝春秋 

若かった頃のひたむきな日本が描かれています。 

分館 閲覧３階 文学 学生用図書 

 913.6 

S-30 

1～6 

「連続群論（上・下）」                      

 学生のとき助手の先生から、読みにくいと脅されていましたが、必要があって

「被覆空間」の箇所だけ読みました。抽象的な概念が、一歩、一歩目に見えるよ

うに構成されていく記述に感動した覚えがあります。文学と同様に数学もロシア

人のもの（アーノルド「古典力学の数学的方法」など）は重厚です。けれども、

じっくり読むことを厭わなければ、決して難解というわけではありません。名著

と呼ばれるものは読むべきである、と実感した一冊です。ポントリャーギンが失

明していたことは後になって知りました。 

 415.4 

P-2 

１～2 ポントリャーギン  岩波書店 
1994.4（上巻）ISBN:9784000061605 分館 閲覧３階 自然科学 研究用図書 

1994.4（下巻）ISBN:9784000061612 分館 閲覧３階 自然科学 研究用図書 

 藤尾光彦先生のおすすめ 



機械情報工学研究系 

 伊藤高廣先生のおすすめ 

「時刻表２万キロ」宮脇 俊三 角川文庫  

鉄道紀行文学の傑作。ほのぼのとしたい時おすすめ。 

「ヨーロッパ鉄道旅行の魅力」野田 隆 平凡社新書 

海外鉄道旅行書の傑作。ヨーロッパに出かける前に読みましょう。 

「理科系の作文技術」木下 是雄  中公新書 

仕事をする人必読の書。必ず役に立つ。 

「蒸気機関車」石井 幸孝  中公新書 

ＳＬ解説書の傑作。黒岩氏の図もすばらしい。 

「効果的プログラム開発技法（第２版）」 

プログラム開発の最重要ポイントを知ることができる。 

「Google英文ライティング」遠田 和子 講談社 

Googleを使い自分で英文添削できてしまう、目からウロコの方法。 

2008.12  ISBN:9784041598016 

2003.2  ISBN:9784582851731 

1981.9    ISBN:9784121006240 

1979.1    ISBN:9784121002648 

1983.5 ISBN:9784764900882 分館 閲覧３階 工学・技術 学生用図書 

国友 義久  近代科学社 

2009.12 ISBN:9784770041241 分館 閲覧３階 語学 学生用図書 

 549.9 

Ｋ-2 

2 

 836 

Ｅ-1 

 



  林英治先生のおすすめ 

「アインシュタイン その生涯と宇宙 上＆下巻 第2刷修正版」       

ウォルター・アイザックソン   武田ランダムハウスジャパン  

 下巻の１３章に問題はあるが、２刷以降であればどうにかなるレベルだと 

思います。原著を読むことを強く希望するが。 

2011.6 (上巻）ISBN:9784270006498 

2011.8 （下巻）ISBN:9784270006504 

2011.6 （原著）ISBN:9780743264747 

「スティーブ・ジョブズ I＆II」       

 伝記として読む、あるいは、開発のヒューマンドラマとして読んでもよい。 

原著を読むことを強く希望するが。 

ウォルター・アイザックソン 講談社 

2011.10 (Ⅰ巻）ISBN:9784062171267 分館 閲覧３階 歴史 学生用図書 

2011.11 （Ⅱ巻）ISBN:9784062171274 分館 閲覧３階 歴史 学生用図書 

2011.10 （原著）ISBN:9781408703748 

 289.3 

Ｉ-1 

1～2 



生命情報工学研究系 

「繁栄（上・下）」 マット・リドレー 早川書房 

 原題が「理性的な楽観主義者」にあたる洋書の訳本で、不況下でも人々とくに

技術系に元気を与える２巻本。生命科学分野のサイエンスライターとして著名な

英国人マット・リドレーが、生物学に関する深い造詣と科学技術全般に対する幅

広い知識に基づいて著した。人類の歴史が「交換と専門化」に基づく「集団的知

性」によって進んできたとする考察をもとに、中長期的には今後も世界は発展を

続けるだろうことを確信させ、明るい自信を回復させる。根底的には暖かくリベ

ラルな考え方を基盤にしているが、平和・環境・気候・資源・エネルギー・疾

病・アフリカ・自由主義・企業活動などに関して流布する偏ったリベラル風の悲

観主義的言説には異を唱える。人類の行く末を広い視野から根本的に見直すため

には、生物学的考え方が有効であることも感じ取れる。 

「文明の生態史観」梅棹 忠夫 中央公論新社（中公文庫） 

 世界史を概括的にとらえ、日本および日本人の自己認識を確立するのに好適の

書。生物学から人類学に転向し、深い学識に基づく独創的な思索で幅広い分野に

影響を与え、大阪・千里の国立民族学博物館館長を長く務め、2010年に亡く

なった碩学 梅棹忠夫が、生態学的考え方を人類文明の歴史に適用し、当時の言論

界に強いインパクトを与えた一連の論考を集めた書物。インド・中国・ロシアの

台頭や、キリスト教 vs イスラム教の「文明の衝突」など、最近の事象を理解す

るのにも有効な思考の枠組みを与える現代的古典。日本人が自虐的にも夜郎自大

にも陥らず、紳士的な誇りを保ちバランスのとれた感覚を養って世界を冷静に眺

めるのにも役立つ。 

 坂本順司先生のおすすめ 

2002.11 ISBN:9784121600417  

※分館 閲覧３階 社会科学 研究用図書(1967年版） 

2010.10（上巻）ISBN:9784152091642 分館 閲覧３階 社会科学 研究用図書 

2010.10（下巻）ISBN:9784152091659 分館 閲覧３階 社会科学 研究用図書 

 331 

Ｒ-2 

1～2 

 361.6 

Ｕ-1 

 



「逃げない男の生き方」 川北 義則 PHP文庫(PHP出版社） 

 著者は『男の品格』など、他にも男の生き方に関する本を出しているが、これは文 

庫本で手軽に読め、内容も読みやすく書かれている。世間の一般的な考え方に喝を入 

れるかのような文体で、読んでいて納得できる部分も多く、痛快な１冊。様々なこと 

に対する最近の風潮を「マスコミに踊らされている」と一刀両断に斬るあたりが著者 

らしい。男らしく生きることは辛いことも多いが、読んだ後には「参考にできるとこ 

ろをやってみたい！」と思うのではないだろうか？アインシュタインが、日本という 

国を非常に高く評価し、絶大な期待を寄せていたことを紹介する箇所は興味深い。 

 前田衣織先生のおすすめ 

2009.12（上巻）ISBN:9784569673684  



人間科学系 

「お伽草子」 太宰 治 岩波書店 

辞世の川柳を残して出撃した特攻隊員がいたそうです。太宰が、太平洋戦争末

期、空襲警報のなる東京と甲府で書き継いだこの作品は、苦しい状況下で彼が研

ぎ澄ました、ユーモアと想像力を伝えてくれると思います。 

ISBN:4003109066 分館 閲覧３階 総記 学生用図書  

 石橋邦俊先生のおすすめ 

 081 

Ｉ-4-3 

90-6 

「楽は堂に満ちて」 朝比奈 隆 音楽之友社 

ISBN:4276201152 分館 閲覧３階 芸術 研究用図書 
 762.1 

Ａ-1 

 

「厄除け詩集」 井伏 鱒二 筑摩書房 

ISBN:4480801588 分館 閲覧３階 文学 学生用図書 
 911.1 

Ｉ-1 

 

「私の中の流星群」 草野 心平 筑摩書房 

ISBN:4480013520 分館 閲覧３階 文学 学生用図書 

 914.6 

Ｋ-8 

 

「孔子伝」 白川 静 平凡社 
ISBN:4582403468 分館 閲覧３階歴史 研究用図書 

『白川静作品集６』に収録 

 222 

Ｓ-3 

6 

「天に送る手紙」 森 敦 小学館 

ISBN:4093870551 分館 閲覧３階 歴史 研究用図書 

 914.6 

Ｍ-35 

 



「古詩選」 入谷 仙介 朝日新聞社 
 082 

Ｃ-1 

13 

「荘子」 福永 光司 朝日新聞社  082 

Ｃ-1 

８～9 

ISBN:不明 本館 閲覧室１階 学生用図書 

『新訂 中国古典選 ８，９』に収録 

ISBN:不明 本館 閲覧室１階 学生用図書 

『新訂 中国古典選 １３』に収録 

「新版 父・山之口獏」 山之口 泉 思潮社  911.5 

Ｙ-6 

 

ISBN:9784783716679 分館 閲覧３階 文学 研究用図書 

 石橋邦俊先生のおすすめ 

「戦艦大和ノ最期」 吉田 満 講談社 

ISBN:4061962876 分館 閲覧３階 文学 学生用図書 

 916 

Ｙ-18 

 

これからも素敵な本と出会って下さい。 



 
■編集・発行■ 

九州工業大学附属図書館 

情報工学部分館図書係 

2012年２月（第２版） 

tos-jhotosyo@jimu.kyutech.ac.jp 


