
『大分大学選！おすすめの本』　旦野原キャンパス　図書館
書名 責任表示 出版者
天文マニア養成マニュアル : 未来の天文学者へ送る先生か
らのエール

福江純編 恒星社厚生閣

英語脳の鍛え方 : 英文を正しく読む18のツボ
金子光茂, リ
チャード H.シンプ

南雲堂

「日本語から考える英語表現」の技術 : 「言いたいこと」を明
確に伝えるための5つの処方箋 (ブルーバックス:B-1471)

柳瀬和明著 講談社

英語上達完全マップ : 初級からTOEIC900点レベルまでの効
果的勉強法 (Beret books)

森沢洋介著 ベレ出版

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

早川書房

村長ありき : 沢内村深沢晟雄の生涯 及川和男著 新潮社
明日へのかけ橋 : シスター山路のお話から考えたこと 小澤優子著 教文館
スウェーデンはなぜ強いのか : 国家と企業の戦略を探る
(PHP新書:681)

北岡孝義著 PHP研究所

植物 (小学館の図鑑NEO:2)
門田裕一監修/畑
中喜秋 ,和田浩志,
岡田比呂実指導・

小学館

動物 (小学館の図鑑NEO:1)
三浦慎悟 [ほか]
指導・執筆/横山
正協力

小学館

レンブラントの帽子
バーナード・マラ
マッド著/小島信
夫, 浜本武雄, 井

夏葉社

アリとキリギリスの日本経済入門 土居丈朗著 東洋経済新報社
「歳出の無駄」の研究 井堀利宏著 日本経済新聞出版

リーディングス日本の教育と社会:1-13,15-20
山内乾史, 原清治
編著

日本図書センター

経済の科学 : 変革期の経済学 山口正之著 青木書店

ミレニアム　1(ドラゴン・タトゥーの女　上・下)　2(火と戯れる
女　上・下)　3(眠れる女と狂卓の騎士　上・下)

スティーグ・ラーソ
ン著/ヘレンハルメ
美穂, 岩澤雅利訳

早川書房

鏡の法則 : 人生のどんな問題も解決する魔法のルール 野口嘉則著 総合法令出版
引き出しの中のラブレター : Listen to my heart 新堂冬樹著 河出書房新社
逃亡者 : see Chieko run 折原一著 文藝春秋
自分の感受性くらい : 新装版 茨木のり子著 花神社
からくりからくさ (新潮文庫:な-37-3) 梨木香歩著 新潮社

世界の中の日本がわかる : グローバル統計地図

ダニエル・ドーリン
グ, マーク・ニュー
マン, アンナ・バー
フォード著/廣井洋
子翻訳

東洋書林

人類の月面着陸はあったんだ論 : と学会レポート 山本弘 [ほか] 著 楽工社
超常現象をなぜ信じるのか : 思い込みを生む「体験」のあや
うさ (ブルーバックス:B-1229)

菊池聡著 講談社

カール・セーガン科学と悪霊を語る
カール・セーガン
[著]/青木薫訳

新潮社

風が強く吹いている 三浦しをん著 新潮社
学びの空間が大学を変える : ラーニングスタジオ, ラーニン
グコモンズ, コミュニケーションスペースの展開

山内祐平編著/林
一雅 [ほか] 執筆

ボイックス

大学図書館がゼロからわかる本 : 学生のための図書館活 大野友和編 日本図書館協会

ハイジ 上・下 (岩波少年文庫:106-107)
ヨハンナ・シュピリ
作/上田真而子訳

岩波書店

宝島 (講談社青い鳥文庫:179-1)
ロバート=ルイス=
スチーブンソン作/
飯島淳秀訳/井江

講談社



若者はみな悲しい (光文社古典新訳文庫:[KAフ6-1])
フィッツジェラルド
著/小川高義訳

光文社

ジキル博士とハイド氏 (講談社青い鳥文庫:179-2)

ロバート=ルイス=
スチーブンソン作/
加藤まさし訳/高
田勲絵

講談社

ブルーデイブック [1]
ブラッドリー・トレ
バー・グリーヴ著/
石田享訳

竹書房

『大分大学選！おすすめの本』　挾間キャンパス　医学図書
書名 責任表示 出版者
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

早川書房

この世界の片隅に 上・中・下 (Action comics) こうの史代著 双葉社

良心の領界
スーザン・ソンタグ
著/木幡和枝訳

NTT出版

外地の医学校 泉孝英著 メディカルレビュー
子どもの貧困 : 日本の不公平を考える (岩波新書:新赤版 阿部彩著 岩波書店
モルヒネ 安達千夏 祥伝社文庫
市場の風景 仁木一郎 風人社
わたしの仕事 今井美沙子 理論社

世界30か国のふつうの暮らし (地球家族:[正])
マテリアルワール
ド・プロジェクト著/
近藤真理, 杉山良

TOTO出版

君の可能性　なぜ学校に行くのか 斉藤喜博 筑摩書房
論文の書き方 (岩波新書:青版 341) 清水幾太郎著 岩波書店
鍋のなかの解剖学 正・続 藤田恒夫著 風人社

指輪物語　1-10
J.R.R.トールキン
著/瀬田貞二, 田
中明子訳

評論社

世界を変えた野菜読本 : トマト ジャガイモ トウモロコシ トウ
ガラシ

シルヴィア・ジョン
ソン著/金原瑞人

晶文社

やがて私の時代が来る　　小笠原登伝 大場昇 皓星社
贖罪 (ミステリ・フロンティア:55) 湊かなえ著 東京創元社
のぼうの城 和田竜著 小学館

学生コンテスト「オススメの1冊」　旦野原キャンパス　図書館
書名 責任表示 出版者
オーデュボンの祈り (新潮文庫:い-69-1) 伊坂幸太郎著 新潮社
陽気なギャングが地球を回す : 長編サスペンス (祥伝社文 伊坂幸太郎著 祥伝社
夏の庭 : The friends (BFC) 湯本香樹実作 徳間書店
荷抜け 岡崎ひでたか著 新日本出版社

フィッシュ! : 鮮度100%ぴちぴちオフィスのつくり方

スティーヴン・C.ラ
ンディン, ハリー・
ポール, ジョン・ク
リステンセン著/相
原真理子訳

早川書房

鉄道員 (ぽっぽや) 浅田次郎著 集英社
神様のカルテ 夏川草介著 小学館
シューカツ! 石田衣良著 文藝春秋
もの食う人びと 辺見庸著 共同通信社
女たちのジハード (集英社文庫) 篠田節子著 集英社

赤毛のアン (講談社青い鳥文庫:81-1)
ルーシー=モード=
モンゴメリー著/村
岡花子訳/新井苑

講談社



面倒くさがりやのあなたがうまくいく55の法則 本田直之著 大和書房

春怨秋思 : コリア漢詩鑑賞 瀬尾文子著
角川学芸出版/角
川書店 (発売)

そして誰もいなくなった (ハヤカワ文庫:5253. クリスティー文
庫:80)

アガサ・クリス
ティー著/清水俊

早川書房

人とつながる表現教室。 (河出文庫) 山田ズーニー著 河出書房新社
試練が人を磨く : 桑田真澄という生き方 (扶桑社文庫:0481) 桑田真澄著 扶桑社
ノルウェイの森 上・下 村上春樹[著] 講談社
流しのしたの骨 (新潮文庫:え-10-5) 江國香織著 新潮社

学生コンテスト「オススメの1冊」　挾間キャンパス　医学図書館
書名 責任表示 出版者
医学生 南木佳士 文藝春秋
やさしさの精神病理 - (岩波新書:新赤版 409) 大平健著 岩波書店
ゲノム敗北 岸宣仁 ダイヤモンド社

二十歳のころ 　 立花隆
ランダムハウス講談
社

自分の感受性くらい : 新装版 茨木のり子著 花神社

薬の散歩道 : 薬理学入門 仁木一郎著
メディカル・サイエン
ス・インターナショナ

学生コンテスト「オススメの1冊」　九州地区大学図書館　人気投票　上位10位
書名 責任表示 出版者
1Q84 (ichi-kew-hachi-yon) : a novel book 1-3 村上春樹著 新潮社
フリーター、家を買う。 有川浩著 幻冬舎
流星の絆 東野圭吾著 講談社
食あれば楽あり 小泉武夫著 日本経済新聞社
カリコリせんとや生まれけむ 会田誠著 幻冬舎
日本人だけが知らない日本人のうわさ : 笑える・あきれる・
腹がたつ

石井光太著 光文社

内定を決める就活 : 要するに ここが知りたい! 実務教育出版

図書館戦争
有川浩著/徒花ス
クモイラスト

メディアワークス/角
川書店 (発売)

赤いろうそくと人魚 (小川未明名作選集:1) 小川未明著 ぎょうせい
日本人の知らない日本語 蛇蔵, 海野凪子著 メディアファクトリー
手紙 東野圭吾著 毎日新聞社


