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北見工業大学 図書館長  

榮坂 俊雄 

 新入生の皆さん、入学おめでとうございます。 

 コロナ禍は終息していませんが、皆さんを受け入れ、導く教職員は環

境整備に尽力しており、学ぶ機会は十分に用意されています。学生の皆

さんには、不都合を嘆くのではなく、何のために学ぶのか、どうやって

学ぶのかを是非教職員と一緒に考え、取り組んでほしいと思います。お

膳立てされた情報を鵜呑みにするのではなく、自ら求め、選び、自分の

ものとする本当の学修方法を身につける機会と捉え、実践することで間

違いなく学びの質は向上します。 

 ウイルス感染だけでなく、社会には深刻な課題が山積しています。問

題を分析し、認識することは重要ですが、そこに留まり、悲観していて

もはじまりません。これからは難題に対峙するのではなく、柔軟に向か

い合い、むしろ危機を糧にして成長していくレジリエントな生き方が求

められます。これまでも人類は解決不可能とされた数々の困難を乗り越

えてきました。その鍵は科学であり、知性であり、良識です。これらは

先人から学び、積み上げていくことによって磨かれます。そして、その

ために大学があり、図書館があるのです。 

 皆さんは自らを鍛え、身につけた科学、知性、良識によって社会に貢

献すべく、今まさにスタートラインに立っています。実り多き学生生活

を送られることを祈念しています。 
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 本を読むこと。それは古来、変わらない

学びの基本です。とはいえ、読書に馴染み

のない人は、まずは楽しめる本を探して手

当たり次第読んでみましょう。途中で止め

て次の本を手にとってもかまいません。図

書館ではそれが自由に出来ます。 

 さて今回は、思わず一気読みしてしまう

本を紹介しましょう。元軍人ジャック・

リーチャーが数々の危機を乗り越えて思い

を遂げる活劇シリーズの一冊で、ハラハラ

ドキドキはもちろん、主人公の「レジリエ

ントな生き方」がお勧めの理由です。 

 対話は自分の思いを一方的に伝えるので

はなく、相手への問掛が自分に還り、お互

いに影響を与え合うダイナミクスにこそ、

その真髄があります。強く、優しく、しな

やかに生き、その結果、他の誰かに手がさ

しのべられる。困難な時代に人々が生き残

るとすれば、そのような生き方をおいてほ

かにないと思わせられます。 
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情報処理センター センター長 升井 洋志 

 

数理データサイエンス概論／プログラミング入門Ⅰ／物理Ⅲ／観光マネジ

メント工学Ⅰ／観光マネジメント工学Ⅱ／データベース 

  

 IT技術の急速な発展と社会構造の変化

によって大量のデータとそれを活用す

る手法が重要性を増しています。現在

は「数 理 デ ー タ サ イ エ ン ス」と い う

キーワードで工学の観点からデータを

処理するためのプログラミング技術や

統計処理等に教育・研究の重点が置か

れている状況です。 

 この本はそのデータサイエンスと関

連した「経路最適化問題」を対話形式

で解説するもとのして構成され、読み

進めるにつれて経路最適化問題が自然

と理解できる内容になっています。こ

の本をきっかけとして数理データサイ

エンスに興味をもっていただけると幸

いです。 
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 世界の様子が一変し、「新しい生活様

式」が問われている状況です。そんな状況

においても、まずは食事が大切。一人暮ら

しを始めるとコンビニやインスタント食品

で食事がおろそかになりがちなもの。 

 この本は漫画家でエッセイストの東海林

さだおさんが雑誌に掲載しているエッセイ

集です。食に関するあれやこれやを本人の

主観たっぷりにまとめたもので、シンプル

な文体のなかに食材への思いと食べた時の

幸せがふんだんに盛り込んであります。 

 また、食事に限らず日常のささいな出来

事に、いかにスポットを当てて、それを膨

らませていくのか、というプロセスは、あ

る意味では大学における研究活動に繋がる

ように思います。食べて、考えて、そして

行動してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報処理センター センター長 升井 洋志 
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エネルギー総合工学コース 教授 林田 和宏 

 

熱エネルギー基礎／熱エネルギー応用／エンジン工学 

 

 タイトルの通り、エンジニアが身につ

けておくべき能力や心構え等が非常に分

かりやすく書かれています。大学の授業

では色々な専門知識や技術を学ぶことが

できますが、それを身につけただけでは

優秀なエンジニアになることは出来ませ

ん。 

 この本では、大学の授業では教わるこ

とのない、エンジニアとして身につける

べき思考や仕事術が、著者の実体験を

ベースに解説されています。著者は大手

民間企業の研究所出身であり、そこでの

実体験がベースとなっていますが、多く

の内容はどの会社・職種にも通じる普遍

的なものですので、エンジニアの卵であ

る皆さんにぜひ読んでもらいたい一冊で

す。 
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 熱力学で登場する「エントロピー」。情

報科学の分野でも情報エントロピーとし

て利用されていますが、日常生活では実

感することのない代物であるため、結局

よく分からないまま終わってしまうとい

う人は少なくありません。 

 エントロピーを用いると、エネルギー

の質や不可逆性、乱雑さの度合いなどを

定量的に表すことができますが、本書で

はこれらのことを、難解な式を用いるこ

となく、原子運動の観点から、視覚的に

説明しています。外国人著者の翻訳本な

ので独特な言い回しですが、丁寧に分か

りやすく書かれています。 

 最終的に、エントロピーは熱力学のみ

ならず、宇宙の営みすべてに関わってい

ること（エントロピー増大の法則）が理

解できます。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

エネルギー総合工学コース 教授 林田 和宏 

 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境防災工学コース 准教授 堀 彰 

 

物理Ⅰ／地球環境工学入門 

   

 環境防災工学コースや社会インフ

ラ工学コースのへの進学を考えてい

る学生の皆さんへ、卒業後の進路と

して、土木技術者がどのような仕事

をして社会に貢献するのか、矢野周

平君という主人公を通して疑似体験

をすることができます。 

 どのコースへ進学するか迷ってい

る学生の皆さんにも参考になりま

す。 
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 フロンティア軌道理論でノーベル

化学賞を受賞された福井謙一先生の

自伝的な学問論が分かりやすい言葉

で書かれています。 

 「数学が好きなら化学をやれ」と

恩師の喜多先生の一言により苦手と

されていた化学の道を志すことにな

り、その分野で最高峰のノーベル化

学賞を受賞されるまでの道のりを辿

りながら、時を超えて多くの助言を

授けて頂けます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

環境防災工学コース 准教授 堀 彰 
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情報デザインコミュニケーション工学コース 准教授 酒井 大輔 

 

プログラミング入門／情報ネットワーク／ 

情報デザインコミュニケーション工学実験Ⅰ 

 

 日々の講義で疲れが出ても、美味しい

食事と十分な睡眠があれば乗り越えるこ

とができます。自炊中の皆さんは、日々

の節約と後片付けの手間を考え、調理が

面倒になってしまうことがありません

か。 

 この一冊はそんな皆さんに役立ちま

す。パスタを茹で、ソースを作り、混ぜ

る。そんな常識を覆し、フライパン一つ

で完結可能なお手軽レシピが片手サイズ

の一冊に詰まっています。 

 ガス代、水道料金を低減可能で、湯切

りすら必要ありません。一口のガスコン

ロで調理可能です。更に、ペペロンチー

ノ等では十分すぎるほどソースが乳化

し、パスタに良く絡み美味しい！節約し

ながら美味しい食事をとり、充実した大

学生活を過ごしましょう。 



 

10 

 覚えておきたいことは「思いつき」か

ら「重要事項」までどんどん増えていき

ます。大学生活以降、利用できる機器は

スマホやPC等増えてくるのですが、必要

な時に必要な情報を確認できるかが重要

になります。 

 どの機器でも記録・確認できるクラウ

ド を 介 し た ノ ー ト ア プ リ が 便 利 で、

「OneNote」、「Evernote」、「Google 

Keep」などが有名です。今回紹介する一

冊 は、無 料 の 範 囲 で は お 勧 め と な る

「OneNote」についてまとめられたもので

す。 

 PCやスマホで同期し、ノートアプリを

使いこなすための方法が述べられていま

す。例えがビジネス寄りなのが残念です

が、皆さんの公私どちらにも役立てられ

る内容が含まれていると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報デザインコミュニケーション工学コース 准教授 酒井 大輔 
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先端材料物質工学コース 准教授 金 敬鎬 

 

材料物性Ⅱ／物理工学／半導体工学／応用無機材料／

先端材料物質工学実験Ⅱ 

 

 客観性を持ちながら自分に自信を

持つことの大切さや根性とは何かに

ついて考えることが出来ます。 

 特に、著者の率直で淡白なTED 

talkはおすすめです。また、英語を

勉強したいと思う学生は是非、洋書

（英語）も読んで欲しいです。アカ

デミックな英語の対策にも役に立ち

ます。 

 

-
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 料理と実験（特に化学実験）はとても

良く似ている。材料を用意して分量を計

り、作業の手順を把握して、段取り良く

進めるのが成功の鍵になる。 

 料理のレシピは実験のプロトコルと一

緒で、いかにシンプルな記載で、読者が

その作業工程をこなし結果を再現できる

かで、良し悪しが決まる。本書の著者、

鳥羽シェフはレシピを開発するにあたっ

て、素人が作っても簡単に美味しい料理

が 作 れ る「再 現 性」に こ だ わ っ た と 言

う。 

 このレシピに従って作ると、ナポリタ

ン、カルボナーラ、ハヤシライスは普段

とは明らかに「一味」違う体験が出来る

し、チャーハンや親子丼に使われるテク

ニックはまさに目から鱗だった。春から

自炊を始める人にオススメの一冊です。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

先端材料物質工学コース 准教授 木場 隆之 

 

工学基礎実験および演習／物理Ⅲ／物理化学Ⅰ／ 

先端材料物質工学実験Ⅱ／光学材料／科学技術英語 
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基礎教育 准教授 鳴島 史之 

 

英語講読ⅠＡ／英語講読ⅠＢ／英語講読Ⅱ／実践英語／世界の文学／

文芸作品鑑賞／コミュニケーション・リテラシーⅠ 

 

 イタリアの哲学者ジョルジョ・ア

ガンベンの主著。難解をもって知ら

れるその思想は、ときに脱構築しつ

つ理解を妨げるが、人狼、アウシュ

ビッツ等の卑近な例により、わかり

やすく解説している。 

 sacredがいかにして「聖なる」と

「汚らわしい」の正反対の意味を獲

得するか。アウシュビッツが法の埒

外であるが故にいかに残忍な殺戮が

行われたか、剥き出しの生zoeとは

何か。現代人に欠けている生きるこ

との意味を問う書。 
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 言わずと知れたイギリスのゴシック小

説で、科学技術の要素を含むことからSF小

説として扱われることもあります。誰で

も一度はタイトルを耳にしたことがある

と思いますが、読んだことのある人、内

容や結末を知っている人は意外と多くな

いかもしれません。 

 主人公のヴィクター・フランケンシュ

タインは、生命の原理を追求するうち

に、科学技術を応用して自分でも人体に

生命を与えられるのではないかと考えま

す。そうして創り出されたのは、誰もが

恐れる外見を持った怪物でした。 

 この小説では創造主と被造物のそれぞ

れが直面する苦悩と葛藤が丁寧に描かれ

ており、生きることについて考える機会

を与えてくれるはずです。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

基礎教育 准教授 青木 愛美 

 

英語講読ⅠＡ／英語講読ⅠＢ／英語講読Ⅱ／実践英語 
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情報処理センター 助教 馬場 智之 

 

数理データサイエンス概論 

  

 2011年3月11日以降、災害に対する日

本人の意識はより一層強いものになり

ました。今ではほとんどの人が、いつ

巨大地震がきてもおかしくないと感じ

ているはずです。では、もしその巨大

地震で日本列島が粉々に破壊され、海

の底に沈んでしまったら……？荒唐無

稽に感じる設定ながらも、リアルな描

写で「災害と日本人」を追究した日本SF

史に残る一冊です。 

 地球工学だけでなく、潜水艦なども

多数登場するので、船舶工学に興味の

ある方にもオススメです。また、2021

年秋にはドラマ化もされるみたいです

よ。 
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 全微分に固有値、オイラーの等式や

テイラー展開、フーリエ変換や複素関

数などなど……大学で学ぶ数学はます

ま す 高 度 に な り、ま す ま す 抽 象 的 に

なっていきます。高校までは数学を得

意としていた人も、この辺りでつまず

いてしまうことが多いのではないで

しょうか。 

 そこで読んでみてほしいのが本書。

上に挙げた内容はいずれも、ひとまず

「イメージ」がつかめてしまえば、実

はそこまで難しくなかったりします。

本書では、その「イメージ」が分かり

やすく説明されています。ただし、あ

くまで「読み物」なので、教科書とし

て使うことはできません。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

情報処理センター 助教 馬場 智之 
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情報図書課 課長 梶原 茂寿 

  

 HSPって知っていますか？HSPと

はハイリー・センシティブ・パーソ

ンの頭文字を取った言葉で「視覚や

聴覚などの感覚が敏感で、非常に感

受性が豊かといった特徴を生得的に

持っている人」を指します。 

 HSPの方だけではなく、現在のコ

ロナ禍の中で、日々溜まるストレス

とも、どう向き合っていくかのヒン

トが書かれているような気がしまし

た。大学生活に馴染めない方やスト

レスを抱えている方に読んでほしい

です。 
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 北見工大は道外出身の方も多いので、

北海道にはこんなところがあるんだ！と

いろいろな発見があると思いますし、道

内出身の方も、まだ行ったことのない場

所があると思います。ぜひ見てみてくだ

さい。 

 そして、いつか行くための計画を立て

てみたり、写真を眺めて癒されたり…今

の状況が落ち着くまではなかなか難しい

かもしれませんが、旅行に行ったり、美

味しいものを食べたり、いろいろな経験

をして、大学生活、ぜひ楽しく過ごして

ください。 

 また、大学の図書館って難しい本ばか

り置いていそう…と思われるかもしれま

せんが、このような本も置いていますの

で、ぜひ利用してください。お待ちして

います！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報図書課 職員 八田 この実 
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情報図書課 職員 今野 由貴 

 

 この本は、『スラムダンク』で有

名な井上雄彦さんのマンガ『バガボ

ンド』の原作となった作品です。 

 村の暴れん坊だった武蔵が、とあ

る出来事をきっかけに生き方を変え

る決心をし、剣の修行を通して魂を

磨いてゆきます。 

 人は覚悟と学ぶ姿勢があれば、い

つでも変わることができると気づか

せてくれる物語です。 

 これから大学生活を迎える皆さん

に、ぜひお勧めしたい作品です。 
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 内容はさておき、資料がきちんとして

いただけでその人のプレゼンがなんだか

良かった、印象に残った、ということは

ありませんか？ 

 この本では伝えるためのデザインのポ

イントについて、目から鱗のテクニック

をわかりやすく具体的に教えてくれま

す。フォントはどうする？余白はどう使

う？見やすい表って？色使いのポイント

は？な ど な ど、読 み 進 め な が ら 自 分 の

作ったプレゼン資料を少しずつ直してい

くと、あら不思議、すごく伝わりやすい

資料に変身します。 

 一度マスターすればどんな場面でも応

用することができ、授業や研究でのプレ

ゼン、企画書はもちろんですがポスター

やチラシ作りの際にも役立ちます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

情報図書課 係長 栗田 とも子 
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情報図書課 職員 小笠原 旬美 

 

 お正月の風物詩 箱根駅伝。10人

の大学生達が、その箱根駅伝を目指

す青春小説です。個性豊かなメン

バー達が本気になって箱根駅伝を目

指す姿に引き込まれていきます。 

 登場人物が新入生の皆さんと同じ

大学生ということもあり、きっと共

感できる物語です。すらすらと読め

ますので、図書館に立ち寄り手に

取ってみてください。 
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 家族、恋人、友達…「愛情」にはいろ

いろな形があるけれど、そのどれもに当

てはまらないものもあるかもしれない、

そんなことを考えさせられた一冊です。 

 誰にも気兼ねせず、本当の自分でいら

れる、居心地の良さ。この気持ちに名前

なんて必要ない。物語自体は、柔らかな

言葉で、けれども緩急があり、読んだ後

少し泣けてしまう。インターネットの誹

謗中傷・デジタルタトゥーという最近の

社会問題も織り交ぜられながら、読み手

の心に刺さるのは、「大事な人とのつな

がり」です。 

 2020年本屋大賞受賞作です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報図書課 係長 白鳥 和枝 
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情報図書課 職員 船木 敦子 

  

 新しい環境でぼんやりとした不安

の中で自分に自信がなくなったと

き、手に取って読んでみてくださ

い。 

 明らかな指南書ではありません。

現実逃避でも構いません。 

 宮部みゆきワールドであそんでみ

てください。最後にほっこりしても

らえたらうれしいです。 
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 陽気な表紙とタイトルに反し、意

外と泣けます。小学校中学年向けの

児童書なので読みやすいです。これ

だけシンプルな英語で、これだけ泣

けるストーリーができることに驚き

ます。ふと気づいたら、英語を読ん

で涙を流している自分に感動してく

ださい。 

 嫌われたくない、失敗したくな

い、そんな主人公の思いと重なる人

にもお薦めします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究協力課 職員 竹内 千枝美 
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入試課 職員 原田 壮志 

  

 この本は、小説と自己啓発本がミック

スしたような内容で、主人公である平凡

な サ ラ リ ー マ ン と、イ ン ド の 神 様「ガ

ネーシャ」とのやり取りが面白く、テン

ポ良く読み進めることができます。 

 人生を変えたいと願う主人公に対し、

ガネーシャは夢をかなえるための課題と

して「靴を磨く」、「食事を腹八分目に

抑える」など、地味で無意味に感じる習

慣のような課題を与えます。ガネーシャ

はそれらの課題をこなす理由を、偉人の

エピソードと併せて説明するのですが、

「なるほど」と納得するものが多くあり

ました。 

 おもしろいだけでなく、社会人になる

前に知っておくと役に立つ情報がきっと

見つかると思います。ぜひ一度読んでみ

てください。 
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 司馬遼太郎の歴史小説で、幕末に活

躍した大村益次郎の生涯を描いた小説

です。適塾で蘭学を学び医者となりま

すが、桂小五郎に見いだされ討幕軍の

司令官となり戊辰戦争を勝利に導きま

した。 

 語学の達人であった大村は、原書を

読み理論と想像力で理解し装備や組織

をつくり討幕軍を指揮します。タイト

ル の「花 神」は 中 国 語 で「花 咲 爺 さ

ん」という意味だそうです。大村益次

郎は、技術者として日本に明治維新と

いう花を咲かせた人だと思います。 

 坂本竜馬や西郷隆盛のような知名度

はありませんが地味な偉人の話、おす

すめの一冊です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術部 高度専門職 山根 美佐雄  
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 僕がこの本をおすすめする理由は二

つあります。一つ目は純粋に面白いか

らです。この話には、真理先生という

浮世離れした老人や馬鹿一という下手

くそな絵描きなどとても個性的な人物

が出てきて、その人たちの掛け合いが

とてもほのぼのしていて、読んでてと

ても面白いです。 

 二つ目は、とても考えさせられる一

冊だからです。真理先生の価値観は普

通の人とはかけ離れているのですが、

妙に納得してしまうところがあり、ま

た、言葉の一つ一つが人間について考

えさせられるものになっています。 

 人生について迷っている人がいれば

ヒントになるかもしれないです。ぜひ

読んでみてください。 

 

 

 

 

 

 

ブックプロジェクトメンバー 

片岡 圭介  

環境防災工学コース  
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 大学に御入学する新入生の皆様は、

大学での講義や新生活など、今までと

は違う環境に身を置くことになるで

しょう。それに伴って、さまざまな価

値観や考え方の違いに直面すると思わ

れます。 

 本書は著者が最後に述べているよう

に、普段とは違った見方のエクササイ

ズであり、筆者が体験した数々の文化

に対して興味深い考察が行われていま

す。 

 自身の感じていることが当たり前の

ものであるとは思わずに視野を広げ、

色々な物事に関心を持っていただける

ことを願い、この本を推薦いたしま

す。 

 
 

 

 

 

 

 

  

ブックプロジェクトメンバー  

藤原 玲司  

環境防災工学コース  
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 中谷宇吉郎は世界で初めて人工雪の

製作に成功した人物として知られてい

ます。この本では雪結晶の研究のほ

か、師である寺田寅彦との出会いや、

風土に根差した研究として取り組んだ

凍上や着氷の防止に関する研究、後年

にグリーンランドで行ったアイスコア

に関する研究など、仰々しいタイトル

のまま広く書かれています。 

 全78ページしかないものの、図がふ

んだんに使われており、情報が詰まっ

た一冊です。この本のほかにも『雪』

（中谷宇吉郎著）、『雪の結晶図鑑』

（菊地勝弘，梶川正弘著）、『雪の結

晶はなぜ六角形なのか』（小林禎作

著）はおすすめの本で、どれも本学図

書館に所蔵があります。図書館に気に

入った本がなければ、どんどんリクエ

ストすればよいと思います。 

 

 

 

 

 

 

図書館学生スタッフ 石山 実和  

社会環境工学専攻  
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 タイトルにコーチングとはありま

すが、教育や部下の指導などの「教

える」という立場以外にも広く役に

立つ本です。この本では様々なコ

ミュニケーションにおいて必要とな

る意識などが書かれています。 

 コミュニケーションと一言で言っ

てもサークルや部活動、アルバイ

ト、就職活動など人との交流は様々

です。指導だけではなく、同級生か

らの相談や後輩からの質問など、多

くの場面で本書の内容を活かすこと

ができると思います。 

 
 

 

 

 

 

 

  

図書館学生スタッフ 今井 麻由  

マテリアル工学専攻  
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 学校の勉強だけでは自分の進路が見

えてこないなんてことがあると思いま

す。雇うか雇われるか、自営業なのか

等、社会人になるうえで選択肢はたく

さんありますよね。本書は、お金を稼

ぐ、納める、貯める、使うなど7つの項

目でお金に関わるアレコレを簡単な図

と共に解説してくれます。 

 学生のうちは遠ざけがちなお金の話

ですが、きっとこの本を読み進めてい

くうちに、あなたのライフプランが浮

かんで来ます。 

 なので、夢がない、やりたい職業が

わからない、そんなときに読んでみて

ください。普段とは違う角度から人生

設計を考えてみましょう。 

 
 

 

 

 

 

図書館学生スタッフ 上野 恭生  

電気電子工学専攻  
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 面白いストーリーに触れたいと

きに読んでみてください。正直、

自分は基本、漫画やアニメに注目

しがちですが、山田悠介の作品は

次の展開が気になってどんどん次

へ読み進めてしまします。 

 ほんの少しだけ非日常的な要素

を持つ世界観が特徴的で、進んで

いく物語の展開を見ると、現実の

世界と比較したり、読み手に様々

な感情を与えると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館学生スタッフ 岡部 光樹  

社会環境工学専攻  
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 コロナ禍中で、オンライン授

業やサークル活動の制限などに

より大学生活でのモチベーショ

ンが保てない時もあると思いま

す。 

 そんな時にこの一冊を読むこ

とでやる気が出ます。ストー

リーも非常に面白く、読みやす

いので、本が苦手な方にもおす

すめです。 

  

 

 

 

 

 

 

図書館学生スタッフ 小倉 慧  

マテリアル工学専攻  
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 自分の脳の一部が他人の脳と入

れ替わったらどうなるかを想像し

たことはあるでしょうか。なかな

かそのようなことを考える機会は

少ないと思います（笑） 

 しかし、この本を読むとどのよ

うなことが起こるのか分かりま

す！科学的にも非科学的にも楽し

める物語になっていると思います

ので、主人公がどのように「変

身」していくのかを見届けてみて

ください…。 

  
 

 

 

 

 

 

図書館学生スタッフ 佐々木 亮輔  

機械工学専攻  
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 微生物は、私たちの体の中や、

大気中、食品などさまざまなとこ

ろに存在しています。この本で

は、その微生物について詳しく学

ぶことができます。 

 感染の仕方や薬の話など、いろ

んな分野も交えて説明がされてい

るので、楽しく勉強しながら読む

ことができると思います。微生物

について興味があれば、ぜひ手に

取って読んでみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

図書館学生スタッフ 堂上 理子  

バイオ環境化学専攻  
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 「麒麟の翼」などで有名な加賀恭一

郎シリーズの4作目ですが、この作品か

ら読んでも楽しめると思います。 

 ジャンルとしては推理小説になりま

すが、「犯行のトリック」ではなく、

「犯人の動機」を解き明かしていくこ

とで事件の真相が分かっていくという

構成になっています。そのため犯人が

誰かは序盤でわかりますが、そこから

がとてもおもしろく、真相が明らかに

なるにつれ、タイトルの「悪意」の意

味が分かってくると思います。 

 ぜひ皆さんに読んでいただきたい一

冊です。 

 

 

 

 

 

 

 

図書館学生スタッフ 吉田 晃大  

機械工学専攻  
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 ブックプロジェクトとは、学生の読書活動を推

進するボランティア団体です。大学図書館と協力

して企画展示、大学祭でのイベント、市立図書館

との連携企画などを実施しています。 

 メンバーを募集していますので、興味のある方

は図書館カウンターまでお知らせください。 

 

 このブックガイドに掲載の

図書は図書館で展示予定で

す。図書館では定期的に展示

を行っています。 

 その時に展示している図書はブクログでも紹介していますので、ぜひチェックして

みてください。 URL：https://booklog.jp/users/kitami-it 

読みたい図書が図書館に無い時はリク

エストすることができます。リクエストは

図書館WEBサービス“My Library”からできま

す。My Libraryではリクエストのほか、借り

ている図書の一覧が見られた

り、返却期限の延長をすること

ができます。 
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