
2022年 9-10月企画展示

　　教 員 選 書　―先生方から農大生へのオススメ本―
タイトル 著者 請求記号

天才を殺す凡人 : 職場の人間関係に悩む、すべての人へ 北野唯我 159.4/Ki69

入社1年目の教科書 岩瀬大輔著 159.4/I96

生き物と食べ物の歴史 塚本学 210.5/Ts54

ウクライナ100の素顔 : もうひとつのガイドブック 東京農大ウクライナ100の素顔編集委員会編 293.86/To46

国家の品格 藤原正彦 304/F68

経済は地理から学べ! 宮路秀作 332.9/Mi75

自然の哲学 : おカネに支配された心を解放する里山の物語 高野雅夫 361.76/Ta47

「学力」の経済学 中室牧子 371.3/Na

大学教授という仕事　　増補新版 杉原厚吉 377.13/Su34

独学大全 : 絶対に「学ぶこと」をあきらめたくない人のための55の技法 読書猿 379.7/D83

偉大なる失敗 : 天才科学者たちはどう間違えたか マリオ・リヴィオ 402/L75

疑似科学入門 池内了 404/I35

行動しながら考えよう : 研究者の問題解決術 島岡要 407/Sh43

図解・感覚器の進化 : 原始動物からヒトへ 水中から陸上へ 岩堀修明 408/B94/1712

人間は、いちばん変な動物である : 世界の見方が変わる生物学講義 日高敏隆 460.4/H54

細胞が自分を食べるオートファジーの謎 水島昇 463.6/Mi96

基礎化学と生命化学 吉田真史, 谷口亜樹子編著 464/Y86

Nature's robots : それはタンパク質研究の壮大な歴史 チャールズ・タンフォード, ジャクリーン・レイノルズ 464.2/Ta86

基礎・応用・臨床微生物学と実験 谷口亜樹子, 岩田建編著 465/Ta87

消えゆくY染色体と男たちの運命 : オトコの生物学 黒岩麻里 467.3/Ku73

驚異のエピジェネティクス : 遺伝子がすべてではない!?生命のプログラムの秘密 中尾光善 467.3/N41

あした出会える雑草の花100 高橋修 470/A92

人もペットも気をつけたい園芸有毒植物図鑑 土橋豊 471.9/Ts

「旭山動物園」革命 : 夢を実現した復活プロジェクト 小菅正夫 480.76/Ko89

いきもの六法 : 日本の自然を楽しみ、守るための法律 山と溪谷社いきもの部編 480.9/Y18

日本の動物政策 打越綾子 480.9/U17

ある特別な患者 : 医師たちの人生を変えた患者たちの物語 エレン・デ・フィッサー 490.14/V82

(あまり)病気をしない暮らし 仲野徹 490.4/N39

Lifespan : 老いなき世界 デビッド・A・シンクレア, マシュー・D・ラプラント 491.358/Si8

あなたと私はどうして違う?体質と遺伝子のサイエンス 中尾光善 491.69/N41

遺伝子 : シリーズ人体 : 健康長寿、容姿、才能まで秘密を解明! NHKスペシャル「人体」取材班 491.69/N71

病いの会話 : ネパールで糖尿病を共に生きる 中村友香 493.123/N37

妊娠の新しい教科書 堤治 495.48/Ts94

食品学各論・食品加工学 : 食べ物と健康 : 演習問題付 谷口亜樹子編著 498.51/Ta87

食品学総論 : 食べ物と健康 : 演習問題付 谷口亜樹子編著 498.51/Ta87

基礎から学ぶ食品化学実験テキスト 谷口亜樹子, 古庄律, 松本憲一編著 ; 上田茂登子 [ほか] 共著 498.53/Ta

基礎から学ぶ食品分析学 谷口亜樹子編著 ; 猪飼誉友 [ほか] 共著 498.53/Ta87

コンパクト基礎栄養学 近藤雅雄, 松崎広志編 ; 梶田泰孝 [ほか] 著 498.55/Ko73

食品加工学と実習・実験 谷口亜樹子編著 588/Ta87

食品製造  高野克己 [ほか] 588/Ta47

村の酒屋を復活させる : 田沢ワイン村の挑戦 玉村豊男 588.55/Ta78

現代農学概論 : 農のこころで社会をデザインする 東京農業大学「現代農学概論」編集委員会編 610.1/To46

農学と戦争 : 知られざる満洲報国農場 足達太郎, 小塩海平, 藤原辰史 610.12/A16

平成農業技術史 大日本農会編 610.121/D25

農業と人間 : 食と農の未来を考える 生源寺眞一 611/Sh95

食料危機 : パンデミック、バッタ、食品ロス 井出留美 611.3/I19

日本の食卓の将来と食料生産の強靭化について考える 日本学術協力財団編集 ; 大杉立 [ほか執筆] 611.3/N71

エシカルフード 山本謙治 611.3/Y31

環境・資源・健康を考えた土と施肥の新知識 後藤逸男 [ほか] 613.49/W46

土地球最後のナゾ : 100億人を養う土壌を求めて 藤井一至 613.5/F57

米の科学 高野克己, 谷口亜樹子編 616.2/Ta47

ボタニカルアートで楽しむ花の博物図鑑 土橋豊 627.038/Ts26

猫が30歳まで生きる日 : 治せなかった病気に打ち克つタンパク質「AIM」の発見 宮崎徹 645.76/Mi88

幸せな牛からおいしい牛乳 中洞正 648.1/N33

アイデアのつくり方 ジェームス・W.ヤング 674/Y95

The north woods―生命を与える大地 大竹英洋 748/O82

BTSを読む : なぜ世界を夢中にさせるのか キム・ヨンデ 767.8/Ki31

日本語練習帳 大野晋 810.4/O67

もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら 岩崎夏海 913.6/I96

不道徳教育講座 三島由紀夫 914.6/Mi53

モモ ミヒャエル・エンデ 943.7/E59

Factfulness : 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣 ハンス・ロスリング［ほか］ 002.7/R72

「優柔決断」のすすめ 古田 敦也 （入荷予定）

挫折を愛する 松岡 修造 （入荷予定）

世界で一番売れている薬 山内喜美子 （入荷予定）

デザイン農学概論 森田茂紀編著 610.1/Mo66

最新園芸・植物用語集 土橋豊 620.36/Ts26

カーネギー　心を動かす話し方―一瞬で人を惹きつける秘訣 デール・カーネギー 809.4/C19

未来の年表～人口減少日本でこれから起きること～ 河合雅司 334.31/Ka93/1

未来の年表<2> 人口減少日本であなたに起きること 河合雅司 334.31/Ka93/2

間違う力 高野秀行 910.268/Ta47

世界遺産奄美 小野寺浩 462.197/O67

養老先生のさかさま人間学 養老孟司 914.6/Y84

Jポップで考える哲学～自分を問い直すための15曲～ 戸谷洋志 104/To78

昆虫 新版(学研の図鑑LIVE 1) 丸山宗利 L486/Ko71

わが祖国―禹博士の運命の種 角田房子 289.2/U11

博士の愛したジミな昆虫 金子 修治/鈴木 紀之/安田 弘法【編著】 （入荷予定）

東京農業大学 農学部図書館


