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教員推薦図書 
 

読書の楽しみを知り、図書館に親しんでもらえるように、 

先生方から推薦された本を推薦文と共に並べています。 

 

 
【配架場所】 

・西宮上ケ原キャンパス大学図書館１F 

・西宮聖和キャンパス図書館４F 

・神戸三田キャンパス図書メディア館４F 

 

 

【貸出対象】 
学部生・短大生・院生 

※交換学生、聴講生、科目等履修生含む 

 
 



 

２０２２年秋学期 教員推薦図書 目次 
 

所属 推薦者 ページ 

文学部 星山 健 先生 1 

社会学部 鈴木 謙介 先生 1 

社会 難波 功士 先生 2 

社会 李 建志 先生 2～3 

経済学部 國枝 卓真 先生 4 

経 藤井 英次 先生 4 

経 本郷 亮 先生 5 

商学部 土方 嘉徳 先生 5 

商 松本 雄一 先生 6 

総合政策学部 井垣 伸子 先生 6 

総政 今井 一郎 先生 7 

総政 今西 祐介 先生 7～8 

教育学部 松阪 崇久 先生 8～9 

教育 宮本 健市郎 先生 9～10 

理学部 尾鼻 靖子 先生 11 

理 前川 裕 先生 12～13 

工学部 宮原 啓造 先生 13 

生命環境学部 谷水 雅治 先生 14 

生命 西脇 清二 先生 14 

建築学部 谷口 真紀 先生 15 
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『火定』 
＊著者名  ：  澤田 瞳子 

＊出版者  ：  ＰＨＰ研究所 請求記号 

＊出版年  ：  2020 年 853.5:S27:2022-2 

天平期の天然痘流行を題材とする。単行本刊行は 2017 年。にもかかわら

ず、トリアージ・政治不信・外国人差別・流言飛語と、まさにコロナ禍の

日本社会を予測する内容となっている。 

 
文学部 星山 健 先生 

 

 

 

 

『ＡＮＴＨＲＯ ＶＩＳＩＯＮ 
人類学的思考で視るビジネスと世界』 

＊著者名  ：  ジリアン・テット 

＊出版者  ：  日本経済新聞出版本部 請求記号 

＊出版年  ：  2022 年 304:T34:2022-2 

大学で学ぶ人文系の知識は、企業で働く上で役に立たない、そんな風に思

ってはいないだろうか。本書は、社会人類学の博士号を持ちながら、経済

紙の記者としても活動する著者による、人類学的な思考の意義を説く本だ。

社内の組織対立やお菓子のマーケティングに、どのように人類学の知見が

役立つのかを知ることができるだけでなく、人類学そのものへのよき入門

書ともなっている。大学の学びと実務の関係に悩む人にぜひお勧めしたい。 

 
社会学部 鈴木 謙介 先生 
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『広告ビジネスは、変われるか？  
テクノロジー・マーケティング・メディアのこれから』 

＊著者名  ：  安藤 元博 

＊出版者  ：  宣伝会議 請求記号 

＊出版年  ：  2022 年 380.3:A55:2022-2 

副題に「テクノロジー・マーケティング・メディアのこれから」とあるよ

うに、広告ビジネスの劇的な転換点にあって、その来し方行く末を考えて

いく。DX（デジタル・トランスフォーメーション）をどうビジネスに結び

つけるかという短絡的な発想ではなく、広範な社会的・文化的な変容の中

で、技術と人々の生活の今後のあり方を冷静に考察。実務家による著作で

はあるが、随所に著者の社会科学的なセンスも感じとることができる。 

 
社会学部 難波 功士 先生 

 

『ラバウル温泉遊撃隊』 
＊著者名  ：  山崎 まゆみ 

＊出版者  ：  新潮社 請求記号 

＊出版年  ：  2009 年 919.5:Y19:2022-2 

この本が本学にないとは思わなかったので驚き、そして必要だからおすす

めします。温泉ライターの山崎さんが、戦時中、しかも激戦地だったラバ

ウルで、敵の攻撃やマラリア罹患の危険を犯してでも温泉に入ろうとした

事実を描く大作です。インタビューをしながら「五年遅い」といわれます

が、これはインタビューするときにいわれる「あるある」です。僕もしょ

っちゅう「五年遅い」といわれますので。 

 
社会学部 李 建志 先生 
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『箱根山』 
＊著者名  ：  獅子 文六 

＊出版者  ：  筑摩書房 請求記号 

＊出版年  ：  2017 年 853.5:S55:2022-2 

ラブコメの元祖といわれる獅子文六の、かくれた名作。昭和期に実際にあ

った箱根リゾート開発を元に、おっとりした学者肌の地元の温泉宿の社長、

そこに雇われている頭は抜群にいい若い男がライバル宿の娘と恋に落ちる

など、いまドラマ化しても面白い内容です。是非ご一読を。 

 
社会学部 李 建志 先生 

 

 

 

 

『カロムロード』 
＊著者名  ：  杉原 正樹 

＊出版者  ：  サンライズ印刷出版部 請求記号 

＊出版年  ：  1997 年 794:S94:2022-2 

彦根のご当地ゲーム、カロムを知っている学生はどれだけいるだろうか。

おはじきとビリヤードの中間みたいなゲームだがそのルーツは深く、世界

に拡がっています。ヴォーリス（関学の設計者！）が、青年教育の一環と

して使っていたともいわれるこのボードゲーム。本書は文化人類学的な考

察と、歴史的考察がきちんとなされた好著。ご当地ゲームはほかにもある

はずですから、みなさんもそれらに関心を持っていただきたいです。 

 
社会学部 李 建志 先生 
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『テクノロジーの世界経済史 
      ビル・ゲイツのパラドックス』 
＊著者名  ：  カール・B・フレイ 

＊出版者  ：  日経 BP 請求記号 

＊出版年  ：  2020 年 330.92:F89:2022-2 

著者はオックスフォード大学の「雇用の未来」というレポートの中で、今

後、機械化によって約 47%の仕事が AI によって自動化される可能性があ

ると予測した経済史家である。本書は、第一次産業革命から続く機械によ

る労働の代替の歴史を考察したもので、大変面白かった。第四次産業革命

の入り口に立っていそうな我々にとって、未来においてどう生き残るかの

ヒントになるはずである。 

 
経済学部 國枝 卓真 先生 

 

『かくしてモスクワの夜はつくられ、
ジャズはトルコにもたらされた』 

＊著者名  ：  ウラジーミル・アレクサンドロフ 

＊出版者  ：  白水社 請求記号 

＊出版年  ：  2019 年 921.3:A38:2022-2 

ロシア軍侵攻の戦略的要衝として耳目を集めるウクライナ南部の港湾都市オデ

ッサ。古くから音楽や社交の町でもある。第一次大戦の激動の中、彼の地で怒

涛の人生を終えた米国出身の黒人興行師がいた。共産主義者の言う階級という

概念は、米国における人種のレッテルと似た歪んだ働きをしたという行に首肯。

暴力による抑圧、集団化とマイノリティの排除。二十一世紀の蛮行によって一

世紀前の実話に既視感を覚えるとは、余りにも皮肉。 

 
経済学部 藤井 英次 先生 
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『ぼくはイエローでホワイトで、 
ちょっとブルー』 

＊著者名  ：  ブレイディ みかこ 

＊出版者  ：  新潮社 請求記号 

＊出版年  ：  2021 年 373.4:B81:2022-2 

現代イギリスの底辺の公立中学校に通う主人公の青春物語。そこには人種

や貧困など社会が抱える諸問題が色濃く反映しており、日本人にとっても

無縁ではない。本屋大賞（ノンフィクション本大賞）をはじめ、多くの賞

を受けた良書。 

 
経済学部 本郷 亮 先生 

 

 

『推しエコノミー 
「仮想一等地」が変えるエンタメの未来』 

＊著者名  ：  中山 淳雄 

＊出版者  ：  日経 BP 請求記号 

＊出版年  ：  2021 年 380.1:N16:2022-2 

ゲームやアニメ業界、メディア業界で働きたいという方も多いと思います。

本書では、ポケモンから鬼滅の刃まで、日本のゲームやアニメ業界が生み

出す経済規模や制作・広報過程を、従来のメディアであったテレビ業界と

照らし合わせながら解説しています。SNS のような、人が集まってワイワ

イやる場が成功のカギになっていることを示しています。「ゲームが好き」、

「アニメが好き」という方にはお薦めの一冊です。 

 
商学部 土方 嘉徳 先生 
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『スイッチ! 
「変われない」を変える方法』 

＊著者名  ：  チップ・ハース、ダン・ハース 

＊出版者  ：  早川書房 請求記号 

＊出版年  ：  2016 年 153:H43:2022-2 

やらなくちゃいけないと思っていても、なかなか行動に移すのは難しいで

すよね。すぐやったり、考えていたことを実行したり。本書は人間の理性

を「象使い」、感情を「象」に見立てて、両者の視点から行動に移すことを

促進する方法を考えています。何か後回しになっていること、やらなくち

ゃいけないことがある人、読んでみてください。ゼミでも読みました。 

 
商学部 松本 雄一 先生 

 

 

『ヒロシのソロキャンプ 
自分で見つけるキャンプの流儀』 

＊著者名  ：  ヒロシ 

＊出版者  ：  学研プラス 請求記号 

＊出版年  ：  2020 年 790:H66:2022-2 

新型コロナの影響でうちの中にこもっている時間が長くなっているみなさ

んへ、ソロキャンプのおすすめ。自然の中で、ゆっくりとした時間を過ご

してみませんか。この本を読むだけでも、わくわくしてくると思いますよ。

マッチを使わずに火をつけるの、やってみたくないですか。自然のなかで

アナログな時間の過ごし方を学生時代に身につけた人は、一生、そんな時

間をもつような暮らしをすると思います。 

 
総合政策学部 井垣 伸子 先生 
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『動物福祉学』 
＊著者名  ：  新村 毅 編 

＊出版者  ：  昭和堂 請求記号 

＊出版年  ：  2022 年 636:S55:2022-2 

本書は客観的な情報（エビデンス）に基づきながら「動物福祉学」、「アニ

マルウェルフェア」について多分野の専門家が論じており、動物福祉につ

いての理解を深める上で有益である。 

 
総合政策学部 今井 一郎 先生 

 
 
 
 
 
 

『中動態の世界  
意志と責任の考古学』 

＊著者名  ：  國分 功一郎 

＊出版者  ：  医学書院 請求記号 

＊出版年  ：  2017 年 104:K79:2022-2 

カツアゲに屈することや薬物・アルコール依存症は自発的行為なのかどう

か？現代の我々は、能動対受動（＝「する」vs. 「される」）のパースペク

ティヴに囚われているために、このような行為を正しく捉えられないと著

者は説く。哲学者である著者は、（歴史）言語学の文献を精査しながら、か

つてはインド＝ヨーロッパ語に広く存在した中動態というパースペクティ

ヴに注目するプログラムを提示する。 

 
総合政策学部 今西 祐介 先生 
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『「その他の外国文学」の翻訳者』 
＊著者名  ：  白水社編集部 編 

＊出版者  ：  白水社 請求記号 

＊出版年  ：  2022 年 410:H15:2022-2 

本書は、通常書店などで「その他の外国語」と分類されるような言語の翻

訳者たちによる文学感を紹介する。辞書や文法書がないような言語を習得

した翻訳者のエピソードもあり、読んでいて大変興味深い。英語やヨーロ

ッパ言語の学習も重要であるし面白いが、一度「その他の外国語」の世界

を覗いてみては？言語の多様性に感動を覚えること間違いなし。 

 
総合政策学部 今西 祐介 先生 

 

 

 

『キリンの保育園 
タンザニアでみつめた彼らの仔育て』 

＊著者名  ：  齋藤 美保 

＊出版者  ：  京都大学学術出版会 請求記号 

＊出版年  ：  2021 年 599:S15:2022-2 

野生キリンの育児に関する調査の様子を生き生きと描いた動物記です。「キ

リンの保育園」とは、キリンの母親たちが子どもの見守り役を分担する共

同育児集団のこと。アフリカの原野を歩いて地道に積み重ねられた観察に

より、「もらい乳」などの興味深い生態が明らかになります。調査地のタン

ザニア人の育児の様子も紹介されています。子どもを「居候」させて皆で

育ちを見守る社会の在り方には、考えさせられるものがあります。 

 
教育学部 松阪 崇久 先生 
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『好奇心が育む学びの世界 
発見！実験！遊びの中のサイエンス』 

＊著者名  ：  利根川 彰博 

＊出版者  ：  風鳴舎 請求記号 

＊出版年  ：  2017 年 372.2:T66:2022-2 

幼稚園での生活のなかで子どもたちが様々な「不思議」を発見し、好奇心

から探究的な遊びをどんどん発展させていく様子を、豊富な写真とともに

紹介した本です。氷や虹、光・影、紅葉など、身の周りの世界に子どもた

ちの探究心を突き動かす「不思議」はたくさんあります。子どもは「小さ

な科学者」であることが実感できる一冊です。アクティブ・ラーニングに

ついて考えてみたい人にもお薦め。 

 
教育学部 松阪 崇久 先生 

 

『ブルシット・ジョブの謎  
クソどうでもいい仕事はなぜ増えるか』 

＊著者名  ：  酒井 隆史 

＊出版者  ：  講談社 請求記号 

＊出版年  ：  2021 年 331:S15:2022-2 

私たちは、コロナ禍で、医療やケアや配達者など、自分の命がエッセンシャ

ル・ワーカーによって支えられているにもかかわらず、かれらの多くが待遇

や評価では不当に低く評価されていることに気づかされた。その一方で、上

司の太鼓持ち、脅し屋、尻ぬぐい、書類穴埋め人など、だれの役にも立たな

い仕事しかしていないのに、高給を得ている人は増え続けている。なぜこん

なことが起こるのか。ネオリベラリズムの矛盾を指摘する。 

 
教育学部 宮本 健市郎 先生 
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『多数決は民主主義のルールか？』 
＊著者名  ：  斎藤 文男 

＊出版者  ：  花伝社 請求記号 

＊出版年  ：  2021 年 321.8:S15:2022-2 

いろいろな場面で、私たちは多数決でものごとを決めています。でも、あ

らゆることを多数決で決めることができるでしょうか。多数決は「多数の

専制」になりがちです。憲法で保障されている人権を多数決で取り消すこ

とができるでしょうか。国民投票で多数となれば、それが民意といえるで

しょうか。ナチズムも、太平洋戦争も圧倒的な民意に支えられていました。

多数決の限界、民主主義とは何かを考える契機となる本です。 

 
教育学部 宮本 健市郎 先生 

 

 

 

『報道現場』 
＊著者名  ：  望月 衣塑子 

＊出版者  ：  KADOKAWA 請求記号 

＊出版年  ：  2021 年 070.9:M68:2022-2 

私たちが得ている情報の多くは、図書、新聞、テレビ、インターネット等を

通してである。情報がすべて真実であるとは思わないが、これらを使わずに

現実を捉えることは不可能である。権力者はそこにつけこみ、メディアを都

合よく利用する。近年、その傾向が強まっていることに抵抗し、著者は権力

が隠そうとする不都合な事実をあえて暴く。権力を監視し、見過ごされがち

な人々の人権を守ろうとするジャーナリストの良心に共感を持つ。 

 
教育学部 宮本 健市郎 先生 
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『光秀の定理』 
＊著者名  ：  垣根 涼介 

＊出版者  ：  KADOKAWA 請求記号 

＊出版年  ：  2016 年 853.5:K13:2022-2 

明智光秀と言えば「本能寺の変」で有名な武将。主人への裏切り行為とい

うことで光秀はかなり悪者扱いをされている。しかし、筆者は史実に基づ

き、光秀の人物像を浮き彫りにし、結局は損になると分かっていながらも

何故織田信長を暗殺するまでになったのかを問うている。その判断は読者

に委ねられている。歴史小説だが、ミステリー小説でもある。読みやすい

文体なので、気楽に読んでほしい。 

 
理学部 尾鼻 靖子 先生 

 

 

『悪と全体主義 
ハンナ・アーレントから考える』 

＊著者名  ：  仲正 昌樹 

＊出版者  ：  NHK 出版 請求記号 

＊出版年  ：  2018 年 321.6:N16:2022-2 

何万人ものユダヤ人を殺戮しながら、上（ヒットラー）の命令に従っただ

けで「自分は法を守っただけ」と、アイヒマンが裁判で主張する。アーレ

ントはそれを「悪の凡庸性」と呼ぶ。アイヒマンは決してカリスマ性のあ

る悪党ではなく、どこにでもいる凡庸な人間であるが、考えることを放棄

すると大殺戮までする、と説明している。平易な文章で分かりやすい。ぜ

ひ読んでほしい、そしてどのように「生きる」のかを考えてほしい。 

 理学部 尾鼻 靖子 先生 
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『ガリラヤに生きたイエス 
いのちの尊厳と人権の回復』 

＊著者名  ：  山口 雅弘 

＊出版者  ：  ヨベル 請求記号 

＊出版年  ：  2022 年 232.9:Y19:2022-2 

キリスト教におけるイエスの重要性はみなさんご存じですが、そのイエス

が生まれ育った土地である「ガリラヤ」についてはあまり知られていない

のではないでしょうか。イエスを「ガリラヤ」に置いて読み直す、キリス

ト教を考えるために必須の書といえるでしょう。 

 
理学部 前川 裕 先生 

 

 

 

 

 

『憲法講話 24 の入門講義』 
＊著者名  ：  長谷部 恭男 

＊出版者  ：  有斐閣 請求記号 

＊出版年  ：  2022 年 342.2:H34:2022-2 

国家の基本法である憲法にまつわる議論はさまざまですが、まず「憲法と

はどのようなものか」、どのような説があるのかについて把握しておくこと

が欠かせません。ひとつの論点のみを主張するのではなく、バランスよく、

また分かりやすく憲法学について説明してくれる書です。 

 
理学部 前川 裕 先生 
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『科学リテラシーを磨くための 7 つの話 
新型コロナからがん、放射線まで』 

＊著者名  ：  一ノ瀬 正樹 他 

＊出版者  ：  あけび書房 請求記号 

＊出版年  ：  2022 年 610:K11:2022-2 

科学的な装いをしながら、その実態は科学ではなく、命の危険すらにも至

る言説がちまたにあふれています。それらに惑わされないための「科学リ

テラシー」を磨くための一冊。私たち自身が無意識にもっている「こうで

あればいいな」という心的傾向に惑わされないために。 

 
理学部 前川 裕 先生 

 

『Advanced EngineeringMathematics』 

＊著者名  ：  Erwin Kreyszig 

＊出版者  ：  Wiley 請求記号 

＊出版年  ：  2011 年 510:K92:2022-2 

「科学の女王」と呼ばれる数学の、その豊かに広がる奥深い世界を前にし

て、重要性を十分認識しつつも「どこまで学び続ければ良いのか」と不安

を憶えたことは無いでしょうか。 

この問いに対して本書は一つの解を示してくれており、それがロングセラ

ーである理由でしょう。採録された内容を一通り把握しておけば、もう迷

うことはありません（たぶん：笑）。各学部開講の数学基礎科目を踏まえた

上で、ぜひトライしてみてください。 

 
工学部 宮原 啓造 先生 
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『英文法を哲学する』 
＊著者名  ：  佐藤 良明 

＊出版者  ：  アルク 請求記号 

＊出版年  ：  2022 年 425:S25:2022-2 

インターネット社会の到来で、巷に溢れる生きた英語。それでも、英語の

壁は厚いと感じる大学生は多いと思います。その壁は、表面的には文法と

して現れますが、実際には話者の価値観、つまり文化そのものです。NHK

教育で放映されたリトルチャロの講師でもある著者は、事実を述べること

を重要視する英語と、対話者との相対性を重視する日本語の間で、どう英

語の価値観を伝えようとしているか、ぜひ読んでみてください。 

 
生命環境学部 谷水 雅治 先生 

 

『LIFESPAN(ライフスパン) 
老いなき世界』 

＊著者名  ：  デビッド・A・シンクレア、マシュー・D・ラプラント 

＊出版者  ：  東洋経済新報社 請求記号 

＊出版年  ：  2020 年 612:S61:2022-2 

著者は長寿遺伝子サーチュインを発見したハーバード大学教授デビッド・

シンクレアです。Science, Nature などトップジャーナルに多数の論文を

発表し、世界をリードしている研究者です。サーチュインを活性化すると

マウスが若返った。閉経した女性の生理が戻った。私も含めて老人には夢

のような話です。ただし後者のエピソードは論文にはなっていません。テ

ンポよく迫力満点の読み物で、学生さんにお勧めです。 

 
生命環境学部 西脇 清二 先生 
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『もの食う人びと』  
＊著者名  ：  辺見 庸 

＊出版者  ：  KADOKAWA 請求記号 

＊出版年  ：  1997 年 641:H51:2022-2 

バングラデシュのダッカの屋台で焼き飯を食べていると、「それは残飯なん

だよ」と誰かが教えてくれた。途端に胃液があがり、吐き出した。辺見氏

の旅の初日の夕食記録である。氏は食べるという人間の営みを通して世界

の情勢を学ぶ旅に出た。金持ちの食べ残しを量り売りする人たちの生きざ

まを見せつけられたダッカは序の口だ。氏は各地で舌にのせるのもはばか

られるものに食らいつき、人々の苦悩を腹から知ろうと旅を続ける。 

 
建築学部 谷口 真紀 先生 
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