
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！ 

2013.1 



BOOK LISTにご協力いただいた先生方 

機械知能工学研究系 

物質工学研究系 

先端機能システム工学研究系 

本田逸夫先生 八丁由比先生 

図書館長 鶴田隆治先生 

● 工学部 

趙孟佑先生 

● 情報工学部 

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 

 

機械情報工学研究系 

中戸晃之先生 毛利恵美子先生 

人間科学系 

前田衣織先生 

 

生命情報工学研究系 

栗原好郎先生 

人間科学系 

機械情報工学研究系 

人間科学系 



● 工学部 



機械知能工学研究系 

図書館長 鶴田隆治先生のおすすめ 

武士道  

新渡戸稲造著 ; 須知徳平訳  

講談社インターナショナル 

1998.6 ISBN:9784770024022 本館 閲覧室１階 展示コーナー 

５千円札にも登場した新渡戸稲造が、欧米に紹介するために英文で執筆した"BUSHIDO, The 

Soul of Japan"を，和英併記でペーパーバック化したものです。グローバル化が叫ばれる現在、

真の国際人となるためにはかつての日本人の考え方を知っておくことはとても重要だと思いま

す。この際、「徳」にはどんな意味があるのかを含めて、これからの日本人が国際化社会でどの

ように活動していくべきかを考えてみてはどうでしょう。 

日本文にはやや難しい語句もあり、英文の対応箇所の方がむしろわかりやすい部分もあるかも

しれません。英語の学習にも役立つと思います。ラストサムライのトムクルーズも武士道を愛読

したとか。ラーニングコモンズサポーターの王さんも、今回の選書ツアーで紹介しています。 



物質工学研究系 

中戸晃之先生のおすすめ 

海上の道  

柳田國男 岩波書店（岩波文庫, 青(33)-138-6） 

1978.10 ISBN:4003313860 分館 閲覧３階 総記 学生用図書 

日本の伝統だと思われていながら案外に新しいものが、われわれのまわりにはたくさん

ある。では、本当の伝統、日本文化の淵源はどこにあるか。それを教えてくれるのがこの

3作。難解な折口信夫には（その難解さが魅力なのだが）、解説書として牧田茂『神と祭

りと日本人』『神と女の民俗学』（いずれも講談社現代新書）を挙げておく。 

桃太郎の誕生  

柳田國男 角川文庫（角川文庫, 19） 

1973.11   

古代研究  

折口博士記念古代研究所編  

中央公論社 中公文庫（折口信夫全集） 

1975 ※本館閲覧席2階 折口信夫全集第1～3巻:新訂再版 （1972-1974）を所蔵 

1974.5 ISBN: 4122000963  

死者の書  

釈迢空（折口信夫） 中央公論社（中公文庫） 



1952.1  ISBN: 4122000963 

萩原朔太郎詩集  

萩原朔太郎  岩波文庫（岩波文庫, 緑-173,4345ー4347） 

われわれの母語である日本語の美しさを知らずして、日本文化を理解できるわけがな

い。日本語そして日本文化を知らずして、世界で活躍できるわけがない。日本語が美しい

かどうかは、結局のところ、言葉がよい音を鳴らすかどうかである。この2冊は、明治以

後に書かれた散文と韻文による文学作品の中で、それぞれもっともよい音を鳴らす。 

1979.11  ISBN: 4122000963  本館 閲覧室２階  学生用図書 

悪文の構造:機能的な文章とは  

千早耿一郎  木耳社 

1981.9 ISBN: 4121006240 本館 閲覧室３階 学生用図書 

               分館 閲覧３階自然科学 学生用図書 

理科系の作文技術  

木下是雄  中央公論社（中公新書, 624） 

論理的な日本語を書くことは、論理的に考えること、そして他人とコミュニケーション

をとることの前提条件である。英語力の前提条件でもあって、「英語がダメ」と言う人の

大部分は、実は英語以前に日本語がダメなのである。この2冊は、論理的な日本語を指南

する本の古典にして、日本語力の試金石。読んで「理解するのが難しい」と思うなら、そ

れは自分の日本語力が低いことを意味すると思ってほしい。 

（本館） （分館） 



2002.9 ISBN: 4004308003 本館 閲覧室１階 文庫 

               分館 閲覧３階 文庫本コーナー  

日本語の教室  

大野晋  岩波書店（岩波新書, 新赤版 800） 

 この本は、日本語のルーツを探る部と、言葉と文明との関係を論じた部とからなる。

読んでほしいのは、日本語力の重要性を指摘する後者。著者は言う。「最近の社会現象に

現れた、文明の正確な、精しい理解、把握力に欠けた日本人の行動は、私の見るところで

は、実は日本語を正確に、的確に読みとり、表現する力の一般的な低下と相応じていると

思うのです」と。日本語力は、国力の問題なのである。言葉をまともに使えない民が、ま

ともな国を作れるはずもない。なお、著者には『日本語練習帳』という本もあり、こちら

は日本語力養成の良書として推薦できる。 

1971.10-1983.2 本館 閲覧室１階  ※2001年出版のワイド版岩波文庫（169）を所蔵 

         分館 閲覧３階 総記 学生用図書 

論語  

孔子著 金谷治訳注   

岩波書店（岩波文庫, 青(33)-202-1, 青-129,884-885a） 

1971.10-1983.2 ISBN:4003320611  400332062X  4003320638  4003320646 

         分館 閲覧３階 総記 学生用図書 

荘子  

金谷治訳注   

岩波文庫（岩波文庫, 7291-7292a, 青(33)-206-1-4） 

1997.4  ISBN:4061592785 

老子 

金谷治訳注  講談社（講談社学術文庫, [1278]） 

中国古典は教養の宝庫であり、人生のよき伴侶である。この手の書物に対して「論語の知

恵」「史記に学ぶ」みたいなタイトルのついた解説本もあるが、それらを読んでも解説者の

バイアスがかかった浅薄な知識しか得られない。やはり、原文か、原文に即した和訳で読み

たい。『史記』は、「列伝」を読めばそれでよいようなことも言われるが、「本紀」や「世

家」にも必読の話（項羽と劉邦など）が収められているので、全部を読むことを勧める。 

(本館） (分館） 

（本館） （分館） 



2008.5  ISBN:9784003394618  本館 閲覧室３階  研究用図書 

                分館 閲覧３階 総記 学生用図書 

生命とは何か 

シュレーディンガー,E.   

岩波書店（岩波文庫, 青(33)-946-1） 

波動方程式のシュレーディンガーが生物を論じた歴史的な著作。非周期性固体（遺伝

子）、非平衡系（エントロピー）、時計仕掛け（分子機械）の3点から生命の本質を洞察す

る。科学が、データではなくて、哲学と透徹した論理との産物であることを教えてくれる。

このたった一冊から、ワトソンとクリックの仕事、そして新しい学問（分子生物学）が生ま

れた。 

1975.12 ISBN:4004160928  本館 閲覧室１階 文庫 

有限の生態学:安定と共存のシステム 

栗原康著  

岩波書店（岩波新書, 青版 949） 

共生とか多様性などという言葉は、いまや「仲良くすればみんなハッピー」みたいな感覚

で使われるようである。しかし、システムが安定に保たれるために必要なのは、科学的思考

であってメルヘンではない。著者は、限られた要素からなるフラスコの中の生態系の挙動か

ら、ずっと複雑だけれど有限であることに変わりはない、地球というシステムの共存と安定

を問う。大局観をもてば、目前の事実から真理を洞察できる。 

1999.12 ISBN:4004306477  本館 閲覧室１階 文庫 

               分館 閲覧３階 文庫本コーナー  

地球持続の技術 

小宮山宏 

岩波書店（岩波新書, 新赤版 647） 

輸送のエネルギーはどこまで減らせる? ─ゼロまで。エアコンの効率はどこまで上がる? 

─逆カルノーサイクルで決まる値まで。単純で科学的な極限は、非現実的だけれども、人間

社会がどこまで膨張できるかについての最後の枠組みを与える。われわれはその中でしか生

きられない。ならば、技術開発の方向性はどうあるべきか。これも大局観である。 

(分館） (本館） 

(本館） (分館） 



1996.5 ISBN:9784167274023   

大本営参謀の情報戦記 : 情報なき国家の悲劇 

堀栄三 文藝春秋（文春文庫） 

1982.4 ISBN:4041515017  本館 閲覧室2階  ※1995年出版の改版を所蔵 

               分館 閲覧３階 文学 学生用図書 

ひめゆりの塔をめぐる人々の手記 

仲宗根政善 

角川書店（角川文庫, 緑-515-1,5139） 

戦争が国の総力を傾けた一大行事であるなら、そこに民族や文化の長所と短所とが顕現す

るのは当たり前である。同じく国の一大事である大震災にも当然のごとく現れ、過去から何

がどう進歩したか露わになる。戦争から学ぶことが大切な所以である。後世史家の論評もた

くさんあるが、まずは当事者の証言を読むことだろう。 

 

最後に、「松岡正剛の千夜千冊」というサイトを紹介しておく。 

 http://1000ya.isis.ne.jp/ 

現代のよき読書ガイドであり、本がいかに人生を豊かにするか教えてくれる。  

(本館） (分館） 



毛利恵美子先生のおすすめ 

1971.5 ISBN:4101098018  本館 閲覧室２階 ※星新一の作品集 ; 1（1974）を所蔵 

               分館 閲覧３階 文学 ※改版を所蔵 

ボッコちゃん 

星新一 新潮社（新潮文庫, 98-A） 

苦しいときこそ笑いを忘れずに！ 

1982.7 ISBN:4061362356  

ナポレオン狂 

阿刀田高 講談社（講談社文庫） 

1999.3 ISBN:4480034536 

落語百選 秋 

麻生芳伸 筑摩書房（ちくま文庫） 

大人になる覚悟ができる本。 

1996.2 ISBN:4488413021 

夜の蝉 

北村薫 東京創元社（創元推理文庫） 

ミステリというよりはラブストーリー。 

1976.8 

杉の柩 

アガサ・クリスティー 著  

早川書房（ハヤカワ・ミステリ文庫, HM1-11） 

(本館） (分館） 



 
先端機能システム工学研究系 

 趙孟佑先生のおすすめ 

1992.7  ISBN: 4575231177  本館 閲覧室２階  学生用図書 

               分館 閲覧３階 文学 学生用図書 

火車 

宮部みゆき 双葉社 

人間科学系 

 本田逸夫先生のおすすめ 

1987.6  ISBN: 4005001262  本館 閲覧室1階  学生用図書 

               分館 閲覧３階 総記 学生用図書 

生きるということ : 読書による道案内 

宮田光雄 岩波書店（岩波ジュニア新書, 126） 

2009.11  ISBN: 9784492043523 (上) 9784492043530 (下)  

本館 閲覧室3階  学生用図書 

分館 閲覧３階 自然科学 学生用図書 

雑食動物のジレンマ : ある4つの食事の自然史 上・下 

マイケル・ポーラン 著 ラッセル秀子 訳  

東洋経済新報社 

思想史・政治学の碩学による読みやすく、かつ高度な「人生論」。 

メルヒェンの示す叡知や人文・社会科学の現代的成果が叙述の中に縦横に織り込まれてお

り、読書の手引としても有益。 

(本館） (分館） 

(本館） (分館） 



「雑食動物」とは人間を指す。食という、人間の最も日常的な営みの工業化が異様なほど

に昂進し、文明と生態系の存続が危うくなっている。その現状と歴史を、学問的（学際

的）・思想的に分析するだけでなく、自ら農場での労働や狩猟などのフィールドワークも行

なって明らかにし、問題克服の試みにも及んだ仕事。理系／文系の（日本的？）境界を超え

た学際的な広い視野と良い意味でのジャーナリズムの精神とが融合した、知的刺激に満ちた

達成。文章も洗練されている。米国の複数の出版賞を受賞。  

2003.1 ISBN: 4087753263  本館 閲覧室2階 学生用図書 

                分館 閲覧３階 歴史 学生用図書 

クアトロ・ラガッツィ : 天正少年使節と世界帝国 

若桑みどり 集英社 

異文化の共存と寛容という現代的な課題を念頭に、戦国時代に、スペインの世界帝国へ派

遣された九州の４人の少年使節の運命を辿った、美術史家のライフワーク。 本格的で壮大な

スケールの良心的な研究。 

1995.6 ISBN: 4005002552  本館 閲覧室2階 学生用図書 

日本政治のしくみ 

石川真澄  

岩波書店（岩波ジュニア新書 ; 255） 

本学ＯＢでジャーナリスト（全国紙編集委員など）、大学教授などとして活躍した著者に

よる日本政治のしくみの解説。簡にして要を得た記述の価値は今もその多くが有益である。

大学で政治学の講義を履修しなかった人でもこの本くらいは目を通してもらいたい。 

版元品切れだが、図書館や古書店で見つかるだろう。 

(本館） (分館） 



 八丁由比先生のおすすめ 

1989.3 ISBN: 4121009142 本館 閲覧室１階 文庫 学生用図書 

テクノヘゲモニー 

薬師寺泰蔵  

中央公論社（中公新書, 914） 

電気工学科出身の国際関係学者が執筆したユニークな本。 

国家の興亡を技術の視点から説いている。歴史、政治、経済、技術革新、移民等々、様々

な要素を含むが、単純に読み物としてもおもしろい。 

サブタイトルは「国は技術で興り、滅びる」。 



● 情報工学部 



電子情報工学研究系 

「標準模型」の宇宙 現代物理の金字塔を楽しむ 

この本はいいです。標準模型について数式はできるだけ使わないで、言葉だけで説明し

ようとしています。おかげで今までよりもずっとわかるようになりました。繰り込み、カ

ラー、リー群、群論、ゲージ理論、電弱理論、場の量子論ネーターの定理なんていうのも

初めて聞きました。もう何回か読んでさらによくわかりたいと思いました。素粒子物理は

やはり人類の英知の結晶ですね。 

「覚り」と「空」―インド仏教の展開   

   仏教思想史が専門のバスキンド先生に、「浄土思想」と「空」が同じ龍樹（ナーガール

ジュナ）から説明されているけれど、その繋がりがよく分からないのでいい本を紹介して欲

しいと質問して、勧められた本である。仏教の初期の段階から、大乗仏教へ発展し、そして

インドではほぼ滅んだ歴史を追いながら、アビダルマ哲学、説一切有部、中観、唯識という

重要な仏教思想を網羅している。つまり大変いい仏教の入門書になっているが、たぶん仏教

にいくらかの興味がないと読めないだろう。 

 阿弥陀経の中では「浄土」は珍しい鳥が鳴き、七つの池があり、黄金が敷き詰められてお

り、極楽であると表現されている。ナーガールジュナの著書の「中論」では「空」の思想に

ついて、きわめて論理的に議論が展開されていて、かなり難解である。この本ではこれを解

説しつつ、最後の方で「空」を理解することが「浄土」（涅槃）であるということが書かれ

ていることを紹介する。「浄土思想」と「空」は同一のものだったのだ。 

 ここの部分だけでも目から鱗が落ちる状態であり、他の解説についても重要な指摘がいく

つもある。じっくりと考え、楽しみたいところである。また機会を捉えて、バスキンド先生

とお話しをして海外の方々とお話しするときにどのように紹介できるか考えてみたい。 

 小田部荘司先生のおすすめ 

1992.1    

2009.9  ISBN:9784822283612 

ブルース・シューム 日経BP社 

 インド仏教の歴史:「悟り」と「空」 

武村 牧男   講談社 （講談社現代新書）  

武村 牧男   講談社 （講談社学術文庫）  

2004.2  ISBN:9784061596382 



最後の授業 : ぼくの命があるうちに                       

 バーチャルリアリティの研究者、カーネギーメロン大学のランディ・パウシュ教授は

膵臓ガンと診断され、余命6ヶ月と言われる。当時46歳。最後の授業はお涙ちょうだい

ものではなくて、人生の喜びを最大限に伝えてくれる。頭のフェイント(Head Fake)と

訳されている教え方が面白い。サッカーを練習しているのに、忍耐強くことにあたるな

ど、本来の学習とは別なことを自分で発見していくという学習を指している。物理でも

数学や国語を勉強することが可能だろう。実際この最後の授業も、夢をかなえるために

はという主題で行われているが、私には大学教員へのエールに聞こえた。つまり大学教

授は、学生が夢をかなえるお手伝いができる、最高の職業だと気がつかせてくれる。 

 DVDを観ることもできるし、もちろんYouTubeには英語版、日本語訳版があるので、

それから楽しんでいただける。ジョークのおもしろさに大笑いすることが多い。という

よりほんとに観ているだけで面白い。さらに本も読むとより深くランディ教授が何を

狙って語ったのかということがわかるだろう。 

2008.06  ISBN:9784101270029       分館 閲覧３階 歴史 学生用図書 

2008.06  ISBN:9784270003503（DVD付） 分館 閲覧３階 歴史 学生用図書   

                                                                                                 本館 閲覧室2階 学生用図書 

 
289.3 

Ｐ-4 

(分館) 

ランディ・パウシュ, ジェフリー・ザスロー  

ランダムハウス講談社 

 
289.3 

Ｐ-5 

（分館） 

 
289.3 

Ｐ-10 

(本館) 



 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。 

「ドイツ=鉄道旅物語」野田 隆  平凡社新書（知恵の森文庫） 

海外鉄道旅行書の傑作。ドイツ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。 

「ケミカルビジネス英会話」 

   表題はケミカルだけど全分野OK。技術に関する会話から論文まで役立つ表現 

満載。残念ながらもう中古でしかてに入らない。 

「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 

2005.7  ISBN:9784334783747 

1981.9    ISBN:9784121006240 

1979.1    ISBN:9784121002648 

1986.12 ISBN:4397502250 

藤井 貞二  駸々堂出版 

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

 836 

Ｅ-1 

 

機械情報工学研究系 



禅が教えてくれる 美しい人をつくる「所作」の基本 

 効率化を謳うことの多い現代であるが、本書では、毎日の、その時々の瞬間をひた

すらに生きることを勧めている。禅の教えを基本とし、所作を整えて清々しく輝いた人

生を送ることを紹介している。今の日本人が忘れかけている大切なことを思い出させて

くれる、手元に置いて常々読み返していきたい本である。日本文化の素晴らしさも多く

紹介されている。 

 前田衣織先生のおすすめ 

2012.06  ISBN:9784569673684   分館 閲覧３階 哲学 学生用図書 

                  本館 閲覧1 階 ベストセラーコーナー 学生用図書    

枡野 俊明    幻冬舎   188.8 

Ｍ-2 

(分館) 

 188.8 

Ｍ-4 

(本館) 

生命情報工学研究系 



「社会を変えるには 」  小熊 英二   081 

K-3 

2168 

ISBN:9784062881685 本館 閲覧室１階 文庫 学生用図書 

 栗原好郎先生のおすすめ 

「空白を満たしなさい 」 平野啓一郎 講談社 

2012.11 ISBN:9784062180320  

 死んだと思っていた人が生き返るという話は、以前から映画などでも取り上げられてい

ますが、この作品は生き返ることで生じる違和感、軋轢等の負の側面に光を当てている。

自殺が死因のトップを走っているどこかの国のお寒い現状は、ただもう一度生きてみなさ

い、という陳腐なお題目では解決しようがない所にまで来ている。人はなぜ死ぬのか。満

たされない何かを求めた末の死は、しかし、後戻りはできない運命を引きずっている。自

分がこの世から突然いなくなったら、それ以後の世界はどうなるのか、変な話だが、草葉

の陰から覗いてみたい気もする。今、一番旬の作家の作品です。  

講談社 (講談社現代新書) 

最近も総選挙があり、なぜか自民党が大勝しました。小選挙区制のマジックの成せる業

とも言えますが、東日本大震災、福島第一原発事故を経験した後では、以前の自民党に戻

ることは許されないでしょう。ただ、選挙で投票しても社会は変えられるのか、という疑

問は残ります。今、社会を変えるにはどうしたらいいのか、小熊さんは歴史的な流れを振

り返りながら、もう一度現代の日本へと読者を立ち返らせます。変えようとしなければ、

つまり何もしなければ、それは現状を肯定したことになります。小熊さんは、日本社会の

現状をおさえつつ、歴史的な視点を丁寧に紹介しながら、社会を変える事の意義とその可

能性について熱く語っています。これから社会人となる諸君への激励も兼ねてこの本を推

薦します。 

人間科学系 
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ご協力頂いた先生方へ感謝申し上げます 


