
⻑岡技術科学⼤学⇒上教⼤ 交換図書リスト
no. 書名 著者名 出版社

1 Google誕⽣ : ガレージで⽣まれたサーチ・モンスター Vise David A. イースト・プレス

2 プログラマが知るべき97のこと Henney Kevlin オライリー・ジャパン

3 理系男⼦の“恋愛"トリセツ ⾼世 えり⼦ 晶⽂社

4 親⼦でめざせ!ノーベル賞 : 受賞者99⼈の成⻑物語 ⽯⽥ 寅夫 化学同⼈

5 理系に学ぶ。 川村 元気 ダイヤモンド社

6 理系アナ桝太⼀の⽣物部な毎⽇ 桝 太⼀ 岩波書店

7 システム×デザイン思考で世界を変える : 慶応SDM「イノベーションのつくり⽅」 前野 隆司 ⽇経BP社

8 学校で教えてくれない「分かりやすい説明」のルール ⽊暮 太⼀ 光⽂社

9 博⼠になろう! : 理系のための研究⽣活ガイド 坂⼝ 謙吾 ⽇刊⼯業新聞社

10 トップ・サイエンティスト世界の24⼈ : 科学の最前線をリードする ⽔⾕ 仁 ニュートンプレス

11 環境⼯学(理系たまごシリーズ;7. 世界で活躍する理⼯系研究者を⽬指して . 科学技術英語徹底トレーニング) ⼈⾒ 憲司 アルク

12 失敗から安全を学ぶ化学実験の⼼得 ⻄脇 永敏 化学同⼈

13 宇宙遺産 : 138億年の超絶景 林 公代 河出書房新社

14 地球博物学⼤図鑑 Burnie David 東京書籍

15 ネコはどうしてわがままか ⽇⾼ 敏隆 新潮社

16 働かないアリに意義がある ⻑⾕川 英祐 KADOKAWA

17 ヒト、動物に会う : コバヤシ教授の動物⾏動学 ⼩林 朋道 新潮社

18 クラゲ世にも美しい浮遊⽣活 : 発光や若返りの不思議 村上 ⻯男 PHP研究所

19 ゴキブリのはなし 安富 和男 技報堂出版

20 脳科学は⼈格を変えられるか? Fox Elaine 1963- ⽂藝春秋

21 トコトンやさしい味の本 中村弘 ⽇刊⼯業新聞社

22 腸内細菌と共に⽣きる : 免疫⼒を⾼める腸の中の居候 藤⽥ 紘⼀郎 技術評論社

23 好きになる微⽣物学 : 感染症の原因と予防法 渡辺 渡 講談社

24 パソコン・スマホの「疲れ⽬」「視⼒低下」驚異の回復法 中川 和宏 三笠書房

25 トコトンやさしい薬の本 加藤 哲太 ⽇刊⼯業新聞社

26 明⽇、機械がヒトになる : ルポ最新科学 海猫沢 めろん 講談社

27 ポートランド : 世界で⼀番住みたい街をつくる ⼭崎 満広 学芸出版社

28 世界の美しい名建築の図鑑 : 家のはじまりから現代建築まで Dillon Patrick 1962- エクスナレッジ

29 初めての建築設計ステップ・バイ・ステップ 川北 健雄 彰国社

30 東京スカイツリーの科学 : 世界⼀⾼い⾃⽴式電波塔を建てる技術 平塚 桂 ソフトバンククリエイティブ

31 カラー図解でわかる航空⼒学「超」⼊⾨ : ⾶⾏の原理に科学で迫る 中村 寛治 SBクリエイティブ

32 私たちの「はやぶさ」 : その時管制室で、彼らは何を思い、どう動いたか 宇宙航空研究開発機構 毎⽇新聞社

33 宇宙⾶⾏⼠の採⽤基準 : 例えばリーダーシップは「測れる」のか ⼭⼝ 孝夫 KADOKAWA

34 炉⼼溶融・⽔素爆発はどう起こったか : 考証福島原⼦⼒事故 ⽯川 迪夫 ⽇本電気協会新聞部

35 ロボットとの付き合い⽅、おしえます。 瀬名 秀明 河出書房新社

36 ロボットの天才 ⾼橋 智隆 メディアファクトリー

37 トコトンやさしいエコ・デバイスの本 鈴⽊ ⼋⼗⼆ ⽇刊⼯業新聞社

38 世界⼀の⾦属の町 : 燕三条の刃物と⾦物 : 暮らしの道具135選 中川政七商店 平凡社

39 ⽂房具のスゴい技術 涌井 良幸 KADOKAWA

40 ロングテール : 「売れない商品」を宝の⼭に変える新戦略 Anderson Chris 1961- 早川書房

41 世界の美しい透明な⽣き物 武⽥ 正倫 エクスナレッジ

42 空想科学読本 : 3分間で地球を守れ!? 柳⽥ 理科雄 KADOKAWA

43 蒼い炎 ⽻⽣ 結弦 扶桑社

44 ソーシャルゲームはなぜハマるのか : ゲーミフィケーションが変える顧客満⾜ 深⽥ 浩嗣 ソフトバンククリエイティブ

45 科学者が⾒つけた「⼈を惹きつける」⽂章⽅程式 鎌⽥ 浩毅 講談社

46 探偵ガリレオ 東野 圭吾 ⽂藝春秋

47 予知夢 東野 圭吾 ⽂藝春秋

48 2週間でわかる?SE⼊⾨ (電撃⽂庫;1965 . なれる!SE ; [1]) 夏海 公司 アスキー・メディアワークス

49 科学の扉をノックする ⼩川 洋⼦ 集英社

50 脳が壊れた 鈴⽊ ⼤介 新潮社


