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『生ける屍の死 (上)（下)』 
＊著者名  ：  山口 雅也 

＊出版者  ：  光文社 請求記号 

＊出版年  ：  2018 年 853.5:Y19:2021-2 

「死人に口なし」、だから名探偵が推理する。では、死人が喋り、動き出し

たら、事件は速やかに解決するでしょうか。いえいえ、むしろ事態は大混

乱。そんなミステリー小説です。 

文学部 星山 健 先生 

『鹿の王 
(上)生き残った者 (下)還って行く者』 

＊著者名  ：  上橋 菜穂子 

＊出版者  ：  KADOKAWA 請求記号 

＊出版年  ：  2014 年 853.5:U22:2021-2 

日本映画興業成績の上位はアニメが独占している。その多くは宮崎駿作品

だが、新海誠作品も含めて、それらの作画監督を安藤雅司が務めている。

超一流のアニメーターである安藤の初監督作品として選ばれた原作が本書

である。『もののけ姫』を思わせる本書の世界観をアニメとして描き出すの

は限りなく難しい。だからこそ、安藤の手腕が期待される。コロナ禍によ

り延期された 9 月 10 日の公開初日に私は映画館に直行する。 

文学部 桑原 圭裕 先生 
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『組織罰はなぜ必要か 
事故のない安心・安全な社会を創るために』 

＊著者名  ：  組織罰を実現する会 編 

＊出版者  ：  現代人文社 請求記号 

＊出版年  ：  2021 年 343.55:S71:2021-2 

知人が笹子トンネル天井板崩落事故でお嬢さんを喪いました。多くの人命

を損なっても企業などの組織が刑事責任を問われないのは不合理ではない

でしょうか。皆さんにも一度考えていただきたい問題です。 

文学部 星山 健 先生 

『デジタル化する新興国』 
＊著者名  ：  伊藤 亜聖 

＊出版者  ：  中央公論新社 請求記号 

＊出版年  ：  2020 年 006.3:I89:2021-2 

デジタル技術が社会を変えるというとき、私たちは先進国を中心に未来的

な世界が開けるのだと考えがちだ。ところが現在のデジタル技術は、むし

ろ新興国の暮らしを変えつつある。相対的にインフラが貧弱で雇用の不安

定な新興国では、デジタル技術のもつ負の側面の影響が小さく、恩恵のほ

うが大きい。それゆえリープフロッグとも呼ばれる、新興国による一足飛

びのイノベーションも起きるのだ。世界を変える技術のゆくえを知る一冊。 

社会学部 鈴木 謙介 先生 
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『恋するアダム』 
＊著者名  ：  イアン・マキューアン 

＊出版者  ：  新潮社 請求記号 

＊出版年  ：  2021 年 823:M47:2021-2 

カズオ・イシグロの『クララとお日さま』とは全く異なるアプローチの「AI

もの」です。架空の「1982 年英国」が舞台となっている点も興味深く、英

国好きな人にお勧めです。

社会学部 松宮 園子 先生 

『サラの鍵』 
＊著者名  ：  タチアナ・ド・ロネ 

＊出版者  ：  新潮社 請求記号 

＊出版年  ：  2010 年 823:R82:2021-2 

現代のパリに生きるフランス人女性が、ナチス支配下の悲惨な過去の出来

事を探る中で、様々な人々、そして自分の人生を変えていく物語です。厳

しいテーマであるからこそ、細部の描写の美しさが深く心に届きます。 

社会学部 松宮 園子 先生 
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『ただいま、ダルセーニョ』 
＊著者名  ：  朴 玲華 

＊出版者  ：  朴 玲華 請求記号 

＊出版年  ：  2018 年 740:P15:2021-2 

これは朝鮮学校の青春を描いた、私の知る限り唯一のマンガです。朝鮮学

校出身者が書いた小説はありますし、映画もあります。でも、その朝鮮学

校内で、中学生がどういうやりとりをしているのかを描いたのは珍しく、

みごとな感性だと思います。相互理解は知ることから始まりますから。著

者は京都の朝鮮学校を出て、今は同人誌でマンガを描いています。このマ

ンガをできるだけ多くの学生が読んでくれることを祈ります。

社会学部 李 建志 先生 

『この社会主義グルメがすごい！』 
＊著者名  ：  内田 弘樹原作、河内 和泉画 

＊出版者  ：  KADOKAWA 請求記号 

＊出版年  ：  2019 年 740:U17:2021-2 

君たちは、君たちが生まれてくるずっとずっと前に、ソビエト連邦という

国や、東ドイツという国があったことを、知っているだろうか。このマン

ガはソ連の生まれ変わりのトロイカと、東ドイツの生まれ変わりのオッシ

ーが、今はなき料理を再現するというもの。「死んだおばあちゃん」という

衝撃的な名前の料理が巻頭を飾っています。ぜひ一読を。 

社会学部 李 建志 先生 
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『ミス・アメリカ 糖尿病と生きる』 
＊著者名  ：  ニコール・ジョンソン 

＊出版者  ：  女子栄養大学出版部 請求記号 

＊出版年  ：  2002 年 070:J66:2021-2 

1 型糖尿病という病気を知っていますか？ 生活習慣病の糖尿病とは全く

違い、膵臓内の β細胞が破壊され、インスリンが出なくなる自己免疫疾患

です。治療が遅れると死に至ることもあります。ニコールさんはこの病気

にかかり、正しい 1 型糖尿病の知識を広める啓蒙活動をするためにミスア

メリカになった方です。日本では 50 万人に 1 人の症例という難病です。

ミスアメリカが表面的美だけを競うわけではないことにも気付いて欲しい

です。

社会学部 李 建志 先生 

『沖繩からの報告』 
＊著者名  ：  瀬長 亀次郎 

＊出版者  ：  岩波書店 請求記号 

＊出版年  ：  1959 年 309:S47:2021-2 

今年は沖縄返還協定が調印されてから 50 年。著者の瀬長亀次郎は、土地を

めぐる島ぐるみ闘争の先頭に立った沖縄人民党のリーダーで、沖縄返還協

定の批准について議論した国会にも衆議院議員として出席しています。来

年は沖縄復帰 50 年。その前に「復帰」にこめられた願い・期待、またそれ

が復帰後、現在、果されているのか、考えてほしいと思います。DVD『米

軍が最も恐れた男～その名は、カメジロー』もぜひみてください。 

法学部 高島 千代 先生 
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『外交証言録 
沖縄返還・日中国交正常化・日米「密約」』 
＊著者名  ：  栗山 尚一 

＊出版者  ：  岩波書店 請求記号 

＊出版年  ：  2010 年 327.5:K96:2021-2 

もう一つ、沖縄返還協定関連です。 

こちらは、当時、外交交渉にあたった外務官僚の証言記録。60 年安保、返

還協定における密約の話など、現在の日米関係にも通ずるエピソードが多

いです。 

法学部 高島 千代 先生 

『水が消えた大河で 
ルポ JR 東日本・信濃川不正取水事件』

＊著者名  ：  三浦 英之 

＊出版者  ：  集英社 請求記号 

＊出版年  ：  2019 年 625.6:M68:2021-2 

新聞記者による調査報道の好例。JR 東日本による環境破壊がなぜ長期間放

置されたか、メディアの問題、政治の問題、行政の問題について理解でき

る。 

法学部 山田 真裕 先生 
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『FACTFULNESS』 
＊著者名  ：  ハンス・ロスリング ほか 

＊出版者  ：  日経 BP 社 請求記号 

＊出版年  ：  2019 年 001:R82:2021-2 

 
経済学部 梶井 厚志 先生 

 
 

『ウィトゲンシュタイン 
天才哲学者の思い出』 

＊著者名  ：  ノーマン・マルコム 

＊出版者  ：  平凡社 請求記号 

＊出版年  ：  1998 年 193.1:M24:2021-2 

 
経済学部 梶井 厚志 先生 

 

『China2049』 
＊著者名  ：  マイケル・ピルズベリー 

＊出版者  ：  日経 BP 社 請求記号 

＊出版年  ：  2015 年 327.5:P64:2021-2 

アメリカの諜報機関・CIA の元長官が、共産党一党独裁専制国家・中華人

民共和国の 100 年に渡る世界覇権のための戦略を分析した一書。著者は、

もともと親中派であったが、冷戦時代にわざと弱みを見せながらアメリカ

から直接・間接的に援助を得て、国力を蓄えていく中国の巧みな戦略を見

抜いた。中国共産党が画策する長期戦略は、現在露になりつつある。その

歴史的メカニズムを解明した、奥の深い報告書である。 

 
経済学部 國枝 卓真 先生 
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『セロニアス・モンクのいた風景』 
＊著者名  ：  村上 春樹 ほか 

＊出版者  ：  新潮社 請求記号 

＊出版年  ：  2014 年 785:M97:2021-2 

ジャズは聴かないという人も、村上氏による 6 頁程のタイトル文章だけで

も読んでみてください。10 代後半から 20 代にかけての心象風景を。そし

てどこか惹かれるものを感じたら、是非モンクのピアノを聴いてみて下さ

い。偏屈で孤独だけど誠実で暖かな、そんな宇宙に漂うような音楽を。そ

して、あとがきも忘れずに読みましょう。ジャズ・ファンなら、その間の

二百数十ページに亘る貴重な証言の数々を楽しんでください。貪るほどに。 

 
経済学部 藤井 英次 先生 

 

『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』 

＊著者名  ：  マイケル・サンデル 

＊出版者  ：  早川書房 請求記号 

＊出版年  ：  2010 年 320.1:S21:2021-2 

ハーバード大学の人気科目「Justice」を基にした学術書です。11 年前に

NHK の白熱教室という番組にもなりましたので、知っている人も多いでし

ょう。このコロナ禍を機会に、これほど政策やビジネスについて考えさせ

られることはありませんでした。この本は決して、決まった理論やモデル、

ノウハウを教えてくれるものではありません。答えのない問題について、

様々な角度から考察する術を学ぶ最高の教科書になるでしょう。 

 
商学部 土方 嘉徳 先生 
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『古関裕而 流行作曲家と激動の昭和』 
＊著者名  ：  刑部 芳則 

＊出版者  ：  中央公論新社 請求記号 

＊出版年  ：  2019 年 780.9:O81:2021-2 

私は小学生のころ、テレビの歌番組で古関裕而を見たことがある。彼が「鐘

の鳴る丘」や「長崎の鐘」の作曲者であることを知ったのは、私が中学生か

高校生のころ。「暁に祈る」など兵隊を戦争に送り出すための軍歌を作曲し

たことを知ったのは大学で歴史を学んだとき。ＮＨＫの朝ドラで主人公の古

関を見たとき、彼が大正自由教育のなかで育ったことに思い当たった。古関

の人生も音楽も、時代の動きのなかで作られたことがよくわかる。 

 
教育学部 宮本 健市郎 先生 

 

 

 

『レイシズム』 
＊著者名  ：  ルース・ベネディクト 

＊出版者  ：  講談社 請求記号 

＊出版年  ：  2020 年 323.1:B46:2021-2 

著者は日本人の特性を鋭く分析した『菊と刀』によって知られている。その

著書とは別に、彼女はナチズムが欧州を席捲していたその時代に、人種とい

ういう概念がいかに空虚で危ういものであるかを本書によって明確に示し

た。ユダヤ人を虐殺したナチズムは顕著な事例ではあるが、特異な思想とみ

るべきではない。ナショナリズムと人種差別の問題を指摘する本書は、ヘイ

ト・クライムが横行する現状を批判する視座を提供してくれる。 

 
教育学部 宮本 健市郎 先生 
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『「自分を変える」ということ 
アメリカの偉大なる哲学者エマソンからの伝言』 

＊著者名  ：  齋藤 直子, 木村 博美 

＊出版者  ：  幻冬舎 請求記号 

＊出版年  ：  2019 年 191:S15:2021-2 

アメリカ 19 世紀の超絶主義思想を代表するエマソンが、人生の進路になや

む若者に与えた助言である。著者の齋藤は、エマソン研究者として著名な

哲学者であり、人生相談にきた女性にたいして、エマソンの分身として対

応する。自分の直観を信じよ、自分の限界を自分で決めることは罪だ、親

友はみごとな敵である、自分を捨てる覚悟を持て、など、矛盾だらけに思

えるエマソンの思想は、若者に生きる希望を与えてくれるはずである。 

 教育学部 宮本 健市郎 先生 
 
 

『A Sunday at the Pool in Kigali』 
＊著者名  ：  Gil Courtemanche 

＊出版者  ：  Alfred A. Knopf 請求記号 

＊出版年  ：  2003 年 843:C86:2021-2 

This historical fiction tells the heart-breaking story of the Rwandan 

genocide. This book absorbs the reader in the story and describes a 

history so dark, it's hard to believe it's actually true. 

 総合政策学部 Brad Colpitts 先生 
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『「人生の勝率」の高め方 
成功を約束する「選択」のレッスン』 

＊著者名  ：  土井 英司 

＊出版者  ：  KADOKAWA 請求記号 

＊出版年  ：  2019 年 177:D65:2021-2 

才能がない人でも、努力が嫌いな人でも、勝てる「選択」をすれば結果が

でます。その方法が書かれている本。自分の行動をちょっと俯瞰して、勝

てる選択をしながら人生を楽しく生きていこう。 

 総合政策学部 井垣 伸子 先生 

 
 
 
 

 

『大学的オーストラリアガイド 
こだわりの歩き方』 

＊著者名  ：  鎌田 真弓 

＊出版者  ：  昭和堂 請求記号 

＊出版年  ：  2021 年 919.4:K15:2021-2 

日本人に馴染み深いようで、実はよく知らないオーストラリアの入門書で

す。オーストラリア研究の専門家が、移民、文化、戦争における日本との

関わりについて執筆しています。 

 総合政策学部 津田 睦美 先生 
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『数学をつくった人びと(1)～(3)』 
＊著者名  ：  E･T･ベル 

＊出版者  ：  早川書房 請求記号 

＊出版年  ：  2003 年 510.9:B43:2021-2 

私の本棚には、I から III の 3 冊が並んでいます。学問の進歩の様子を「未

来人」（当時の人から見れば、自分は「未来人」という意味）として読むの

は楽しいものです。私がこの本を読んだのはずいぶん前のことなのですが、

移動中の新幹線で読んでいた記憶があります。数学は苦手だったという人

もいるかもしれませんが、本書を読んで、フェルマ、パスカル、ニュート

ンなどの歴史的天才数学者の人生を垣間見てほしいと思います。 

 
総合政策学部 宮川 雅充 先生 

 
 

『中世ヨーロッパ ファクトとフィクション』 
＊著者名  ：  ウインストン・ブラック 

＊出版者  ：  平凡社 請求記号 

＊出版年  ：  2021 年 940.1:B62:2021-2 

「ヨーロッパ中世は暗黒時代」と学んだ人たちは多いでしょう。今も、そ

のイメージは再生産されています。しかし実態はそうではない、というこ

とが豊富な一次資料とともに説明されます。「中世では馬に乗った騎士が戦

っていた」「中世の医学は迷信に過ぎなかった」などの 11 のテーマが扱わ

れます。またコロナ禍で話題になった「ペスト医師のマスク」についても

触れられます。歴史理解とは何かを考えさせられる一冊です。 

 
理学部 前川 裕 先生 
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『わたしたちが光の速さで進めないなら』 
＊著者名  ：  キム・チョヨプ 

＊出版者  ：  早川書房 請求記号 

＊出版年  ：  2020 年 895:K49:2021-2 

韓国の新世代作家による SF 短編集。生きること、愛することなどをテーマ

に、不思議な世界が繰り広げられます。近未来的な科学の内容が随所に加

えられるのも SF の魅力です。印象的な、心に残る一冊をぜひどうぞ。 

 
理学部 前川 裕 先生 

 

 

 

 

『ここが知りたいキリスト教への25の質問』 
＊著者名  ：  百瀬 文晃 

＊出版者  ：  女子パウロ会 請求記号 

＊出版年  ：  2020 年 220:M73:2021-2 

キリスト教系の放送局に寄せられた質問に、百瀬神父が答える Q＆A 集。「未

信者はどこへ行く？」「神さまは不公平？」「占いってどうなの？」「死んだ

らおしまい？」など、みんなが思っているちょっと気になる質問に答えて

くれます。キリスト教への理解を深める一冊です。 

 
理学部 前川 裕 先生 
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『図解でわかる！ 

理工系のためのよい文章の書き方』 
＊著者名  ：  福地 健太郎，園山 隆輔 

＊出版者  ：  翔泳社 請求記号 

＊出版年  ：  2019 年 507:F96:2021-2 

自分の開発成果を誤りなく，また過不足なく受け手に伝えるために技術者

にも，いや技術者にこそ「書く力」が必要である．本書はよい文章を書く

ためのエッセンスがわかりやすく示されており，レポートや論文を書く前

に一読することをおすすめする． 

 
工学部 河野 恭之 先生 

 
 

『失敗から学ぶユーザインタフェース』 
＊著者名  ：  中村 聡史 

＊出版者  ：  技術評論社 請求記号 

＊出版年  ：  2015 年 620:N16:2021-2 

使いにくいモノやシステムを産み出してしまうことを防ぐには使いにくさ

の根源を知る必要がある．本書は「イケてない」モノやシステムの豊富な

実例を示しながら，その使いにくさの原因がわかりやすく分類されている． 

 
工学部 河野 恭之 先生 
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『妄想する頭 思考する手 
想像を超えるアイデアのつくり方』 

＊著者名  ：  暦本 純一 

＊出版者  ：  祥伝社 請求記号 

＊出版年  ：  2021 年 380.24-R38:2021-2 

独創的なアイディアを産み，かつそれを成果に結びつける方法を解説した

書．そういった書籍は数多あるが，一流の研究者が著していることが本書

の貴重な価値である． 

 
工学部 河野 恭之 先生 

 
 
 

『素人のように考え、玄人として実行する 
 問題解決のメタ技術』 

＊著者名  ：  金出 武雄 

＊出版者  ：  PHP 研究所 請求記号 

＊出版年  ：  2003 年 153:K16:2021₋2 

カーネギーメロン大学で教鞭を取り、ロボット工学を牽引して来られた金

出先生の文章が、誰もが一度は考える「研究って何？」という疑問に対し

て、多くの示唆を与えてくれます。 

様々な現場で起きた波乱に富んだドキュメンタリー映画のような趣きもあ

り「組織論」の観点からも楽しめます。産官学を問わず研究開発分野を目

指す学生さんへお薦めします。 

 
工学部 宮原 啓造 先生 
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『WHAT IS LIFE? 生命とは何か』 
＊著者名  ：  ポール･ナース 

＊出版者  ：  ダイヤモンド社 請求記号 

＊出版年  ：  2021 年 576:N97:2021-2 

「生命とは何か？」を現代生物学の知見を十二分に踏まえた上で、その疑

問に答えようとしている本。現代生物学の入門書としても申し分ない。 

 
生命環境学部 田中 克典 先生 

 

 
 
 
 

『理系のための英語ライティング上達法』 
＊著者名  ：  倉島 保美 

＊出版者  ：  講談社 請求記号 

＊出版年  ：  2000 年 507:K96:2021-2 

英語ライティングを解説した書籍はたくさんありますが、その多くは文法

や構文に主体を置いているのに対して、本書は文章同士のつながりや、相

手にどのように伝えるか、に重点を置いてテクニカルライティングを解説

しているところが特徴です。自宅での作業を余儀なくされる中、いろいろ

な文章を書く機会も増えていると思いますが、理系の分野、英語の文章だ

けではなく、技術的な文章を書く必要がある多くの学生におすすめの一冊

です。 

 
生命環境学部 谷水 雅治 先生 
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『400 年生きるサメ、4 万年生きる植物
生物の寿命はどのように決まるのか』 

＊著者名  ：  大島靖美 

＊出版者  ：  化学同人 請求記号 

＊出版年  ：  2020 年 576:O82:2021-2 

著者の大島靖美先生は酵母や線虫を用いて、分子生物学をけん引してこら

れた方です。生物の老化や寿命について、文献を丹念に調べ、しかも大変

分かりやすく解説されています。生物学の知識がないと少し難しいところ

もありますが、そこをスキップしても大変面白い読み物です。寿命という

キーワードについてこんなにもいろいろな切り口があるのだと、感動しま

した。長生きしたい人はこの本を読むと、ヒントがあるように思います。 

 
生命環境学部 西脇 清二 先生 

 

 

『テロリストの息子』 
＊著者名  ：  ザック・エブラヒム 

＊出版者  ：  朝日出版社 請求記号 

＊出版年  ：  2015 年 323.2:E16:2021-2 

大切な人がテロ行為を犯して逮捕されたら、あなたはその人をどう受け止

めますか？その人と築いてきた自分の人生をどう受け止めますか？ザック

さんの父親は 1993 年にニューヨーク世界貿易センターの爆破に手を染め

投獄中です。長い葛藤・苦悩の末、ザックさんは父親とは違う道を歩きは

じめました。私はザックさんに会ったことがあります。柔和なザックさん

の人となりの奥に、そこに至るまでの道のりの長さと深さを思いました。 

 
建築学部 谷口 真紀 先生 
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『KGB の男 冷戦史上最大の二重スパイ』 
＊著者名  ：  ベン・マッキンタイアー 

＊出版者  ：  中央公論新社 請求記号 

＊出版年  ：  2020 年 355.6:M15:2021-2 

ベルリンの壁崩壊前の米ソ冷戦の時代に、イギリス情報機関 MI６の 2 重ス

パイとして活動したソ連 KGB オレーク・ゴルジェフスキー。歴史の主役だ

ったサッチャーもゴルバチョフも、オレークが用意した同じ脚本を読んで

いたともいえる。オレークをモスクワから国外に脱出させる「ピムリコ」

作戦まで一気に読ませる。ぜひ読んでください。 

経営戦略研究科 池田 新介 先生 

『新訳 弓と禅』 
＊著者名  ：  オイゲン・ヘリゲル

＊出版者  ：  KADOKAWA 請求記号 

＊出版年  ：  2015 年 799:H56:2021-2 

1924 年、東北帝大講師に赴任してきたドイツの哲学者オイゲン・ヘリゲル

は、弓道師範の阿波建造に入門する。そこで経験するおどろきのかずかず。

合理主義の視点からつぎつぎと疑問を投げかけるヘリゲルに対して、ある

日阿波師範は暗闇のなか 30 メートル先に線香の火でぼんやり浮かび上が

る的に向かう。そして放たれる 2 本の矢・・・。私のように「「〇道」って

ちょっと怪しい」と思っている人にもぜひ読んでほしい 1 冊です。 

経営戦略研究科 池田 新介 先生 
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『フェルマーの最終定理』 
＊著者名  ：  サイモン・シン 

＊出版者  ：  新潮社 請求記号 

＊出版年  ：  2006 年 512.8:S61:2021-2 

読んだ人も多いかもしれませんが、20 年以上前の本なのであえて推薦しま

す。300 年以上にわたって証明をはねつけてきた難問。プリンストン大学

のアンドリュー・ワイルズがこの難問と格闘し、1993 年ついにこれを証明

するまでの物語。戦後間もない時代に二人の若い日本人数学者が提示した

予想が、フェルマー定理を解くカギに。大団円を迎えるはずのケンブリッ

ジでの招待講演。そこから本当のドラマが始まる。文系の人もぜひ。 

 
経営戦略研究科 池田 新介 先生 

 

『世界的優良企業の実例に学ぶ 
「あなたの知らない」マーケティング大原則』 
＊著者名  ：  足立 光、土合 朋宏 

＊出版者  ：  朝日新聞出版 請求記号 

＊出版年  ：  2020 年 380.1:A19:2021-2 

マーケティングの実務で大活躍している著者による「現場視点からのマー

ケティングの教科書」です。実務家の図書は時代のトレンドの表面をなぞ

っただけの理論的根拠の薄いものが多いです。でも、本書は理論的な裏付

けも明快です。学者が執筆した理論的な教科書で学習したマーケティング

が、実務で実際にはどのように行われているのかが手に取るようにわかる

図書です。実務家の手になる初めてのマーケティングの体系的な教科書で

す。 

 
経営戦略研究科 佐藤 善信 先生 
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『イノベーションへの解 
利益ある成長に向けて』 

＊著者名  ：  クレイトン・クリステンセンほか 

＊出版者  ：  翔泳社 請求記号 

＊出版年  ：  2003 年 380.23:C55:2021-2 

破壊的イノベーションの脅威とそれに対する対処法を述べた書籍の決定版 

 
経営戦略研究科 玉田 俊平太 先生 

 

 

 

『日本のイノベーションのジレンマ 
破壊的イノベーターになるための７つのステップ』 

＊著者名  ：  玉田 俊平太 

＊出版者  ：  翔泳社 請求記号 

＊出版年  ：  2020 年 380.23:T15:2021-2 

日本企業も以前は破壊的イノベーターだったが、今では破壊される側にな

ってしまっており、今後、日本企業が破壊的イノベーションを起こすには

どうしたらよいかをわかりやすく解説した本 

 
経営戦略研究科 玉田 俊平太 先生 
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『コンビニの闇』 
＊著者名  ：  木村 義和 

＊出版者  ：  ワニブックス 請求記号 

＊出版年  ：  2020 年 380.1:K49:2021-2 

本学法学部出身でフランチャイズ契約の専門家である著者が一般向けにわ

かりやすくコンビニ業界の搾取構造について書かれており、とても身近な

コンビニが構造的に搾取構造となっていることがわかる。是非学生のみな

さんに読んでもらいたい本です。 

 
司法研究科 張 洋介 先生 

 

『これからレポート・卒論を書く若者のために』 
＊著者名  ：  酒井 聡樹 

＊出版者  ：  共立出版 請求記号 

＊出版年  ：  2017 年 808.9:S15:2021-2 

学生の皆さんがリポートの書き方を知りたい時は、十分に時間を確保して

多くの書籍・文献に触れながら、リポートの書き方の基礎を学んでいくの

が理想です。しかし、実際には「提出期限が１週間〜１ヶ月前に迫ってい

る…」ということもあるでしょう。そんな時、本書はとても役立ちます。

特に、「要点目次」というものに沿ってページを参照すれば、短時間でリポ

ートを書く際のポイントをおさえられます。ぜひ、手にとって読んでみて

ください。 

 
ライティングセンター 野瀬 由季子 先生 
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