
君に薦める一冊の本 

2018年度 

大阪工業大学図書館     



「君に薦める一冊の本」とは、先生方から学生の皆

さんヘの推薦図書です。  

 先生方の心の琴線にふれた図書や、学生生活を送

る上で役立つ図書、教養を深める図書など今年度も

多数の図書を推薦していただきました。 

 

 勉強やクラブ・サークル活動などで忙しい日々の

合間に是非手に取ってみて下さい。 

  



  推薦いただいた図書は各キャンパス図書館の 
 「君に薦める一冊の本」コーナーに展示しています。 
  スタッフまでお気軽にお尋ね下さい。 

機械工学科 加藤  誠 先生 ………………………   

機械工学科 宮部 正洋 先生 ……………………… 

機械工学科 横山  奨 先生 ……………………… 

応用化学科 村田 理尚 先生 ……………………… 

環境工学科 大澤 利幸 先生 ……………………… 

環境工学科 平郡  諭 先生 ……………………… 

総合人間学系教室 大塚 生子 先生 ……………… 

総合人間学系教室 瀧川 宏樹 先生 ……………… 

教務部教職教室 北  秀和 先生 ………………… 

機械工学科 牛田  俊 先生 ……………………… 

生命工学科 金藤 敬一 先生 ……………………… 
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「深層学習」 
岡谷貫之 著 

講談社サイエンティフィク 

     請求記号  資料ID 
大宮本館 007.13||M 11501930 
梅田分館 007.13||O 71600606 
枚方分館 007.13||M 81500196 

機械工学科 

加藤  誠 先生 
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         請求記号  資料ID 
大宮本館 （上）410||T||上 91180588 
         （下）410||T||下 91180589  
梅田分館 （上）410||T||上 97180077  
          （下）410||T||下 97180078 
枚方分館 （上）081||I||363 98180457  
          （下）081||I||396 98180458  

 

「数学入門（上・下）」 
遠山 啓 著 
岩波新書 
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機械工学科 

宮部 正洋先生 



機械工学科 

横山  奨 先生 

「風が強く吹いている」 
三浦しをん 著 

新潮文庫 

     請求記号  資料ID 
大宮本館 913.6||M 91181161 
梅田分館 913.6||M 97180152 
枚方分館 080  ||M 98170715 
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応用化学科 

村田 理尚 先生 

「城塞（上・中・下）」 
司馬遼太郎 著 

新潮文庫 

大宮本館  請求記号  資料ＩＤ 
（上） 913.6||S||上 91180575 
（中） 913.6||S||中 91180576 
（下） 913.6||S||下 91180577 
梅田分館 
    913.6||S||上 97180072 
    913.6||S||中 97180073 
    913.6||S||下 97180074 

枚方分館    
  080||S 98180431 
  080||S  98180432 
  080||S  98180433 
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環境工学科 

大澤 利幸 先生 

「なぜ世界は存在しないのか」
マルクス・ガブリエル 著 

 講談社選書メチエ 

     請求記号  資料ID 
大宮本館 134.9||G 91180831 
梅田分館 134.9||G 97180147 
枚方分館 134.9||G 98180761  
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環境工学科 

大澤 利幸 先生 

「若い読者のための  
 第三のチンパンジー」 
ジャレド・ダイアモンド 著 
レベッカ・ステフォフ 編 

秋山 勝 訳 
草思社 

     請求記号  資料ID 
大宮本館  469||D   91151380 
梅田分館  469||D   71602322 
枚方分館  469||D   98180757 
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環境工学科 

平郡  諭 先生 

「金閣寺」 
三島由紀夫 著 

新潮文庫 

     請求記号  資料ID 
大宮本館  913.6||M 91171883 
梅田分館  913.6||M 97180153 
枚方本館  080  ||M 98000306 
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総合人間学系教室 

大塚 生子 先生 

「世界がもし 
  100人の村だったら」 

池田香代子 再話 
C. ダグラス・ラミス 対訳 

マガジンハウス 

     請求記号  資料ID 
大宮本館  304||S   91011602 
梅田分館  304||S   97180145 
枚方分館  304||S   98010740 
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総合人間学系教室 

瀧川 宏樹 先生 

「クリスマス・キャロル」 
ディケンズ 著  
池 央耿 訳 

 光文社古典新訳文庫 

     請求記号  資料ID 
大宮本館 933.6||D  91181181 
梅田分館 933.6||D  97180248 
枚方分館 080  ||K  98181080 
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「ジェーン・エア（上・下）」 
シャーロット・ブロンテ 著 

大久保康雄 訳 
新潮文庫 

       請求記号   資料ID 
大宮本館（上）933.6||B||上 91181162 
        （下）933.6||B||下 91181163 
梅田分館（上）933.6||B||上 97180245 
    （下）933.6||B||下 97180246 
枚方分館（上）080 ||S     97181096 
    （下）080 ||S      97181079 
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総合人間学系教室 

瀧川 宏樹先生 



『ポケットマスターピース11 

ルイス・キャロル』より 

「不思議の国のアリス」・ 
「鏡の国のアリス」 
ルイス・キャロル 著  

鴻巣友季子・芦田川裕子 編 
 集英社文庫 

     請求記号  資料ID 
大宮本館 933.6||C  91181164 
梅田分館 933.6||C  97180244 
枚方分館 080  ||S  98181078 
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総合人間学系教室 

瀧川 宏樹 先生 



教務部 教職教室 

北  秀和 先生 

「成熟脳－脳の本番は 
   56歳から始まるー」 

黒川伊保子 著 
新潮文庫 

     請求記号  資料ID 
大宮本館  491.371||K 91180574 
梅田分館 491.371||K 97180084 
枚方分館 080    ||K  98180430 
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      請求記号  資料ID 
大宮本館 914.6||H  91181165 
梅田分館 914.6||H  97180184 
枚方分館 080  ||S  98181056 

【Ｐ．16へ続く】 

機械工学科 

牛田  俊 先生 

「明治・父・アメリカ」 
 星 新一 著 / 新潮文庫 
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※図書館報『ぱぴろにくす』108号にご寄稿いただきました。 
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    大宮本館   請求記号   資料ＩＤ 
（第一部 筑豊篇）913.6||I||1 91180453 
（第二部 放浪篇）913.6||I||2 91180454 
（第三部 堕落篇）913.6||I||3 91180455
（第四部 自立篇）913.6||I||4 91180482 
（第五部 望郷篇）913.6||I||5 91180483 
（第六部 再起篇）913.6||I||6 91180484
（第七部 挑戦篇）913.6||I||7 91180456 
（第八部 風雲篇）913.6||I||8 91180457 

梅田分館   
 913.6||I||1  97180055 
 913.6||I||2 97180056 
 913.6||I||3 97180057 
  913.6||I||4 97180058 
 913.6||I||5 97180059 
 913.6||I||6 97180060 
  913.6||I||7 97180061 
 913.6||I||8 97180070 

枚方分館    
 080||K  98180398 
 080||K    98180399 
 080||K   98180400       
 080||K   98180401 
 080||K  98180402 
 080||K    98180403 
 080||K   98180404 
 080||K  98180405 

生命工学科 

金藤 敬一 先生 

「青春の門」 
 五木寛之 著 / 講談社文庫 

【Ｐ．18へ続く】 
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※図書館報『ぱぴろにくす』107号にご寄稿いただきました。 
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星
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はじめ

 


