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『絡新婦の理』 
＊著者名  ：  京極 夏彦 

＊出版者  ：  講談社 請求記号 

＊出版年  ：  2002 年 853.5:K99:2022-1 

蘊蓄に富みながら構成に優れたミステリー。陰陽師中禅寺秋彦、私立探偵

榎木津礼二郎、刑事木場修太郎ら登場人物も個性豊か。それにしても全

1389 頁の文庫は豆腐一丁サイズ。学問の妨げになること間違いなし。長期

休暇などお時間に余裕のあるときにどうぞ。 

 
文学部 星山 健 先生 

 

 

 

『ゴーン・ガール（上）（下）』 
＊著者名  ：  ギリアン・フリン 

＊出版者  ：  小学館 請求記号 

＊出版年  ：  2013 年 813:F64:2022-1 

結婚五周年の記念日に妻が失踪した。疑いの目は夫に向けられる。夫の語

りと妻の日記から浮かび上がる業（ごう）の深さ。この作者にこそ「イヤ

ミスの女王」の称号を贈りたい。なお、本作は同名の映画としても楽しめ

る。 

 
文学部 星山 健 先生 
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『妊娠・出産をめぐるスピリチュアリティ』 
＊著者名  ：  橋迫 瑞穂 

＊出版者  ：  集英社 請求記号 

＊出版年  ：  2021 年 396:H34:2022-1 

女性向け自己啓発の分野においては、「自然であること」や「スピリチュア

ルであること」が重要なキーワードとして頻出する。本書は、とりわけ妊

娠・出産に関する国内外の様々な事例を紹介しながら、そこにどのような

理念が込められているのかを明らかにしていく。それらを疑似科学と切っ

て捨てるのではなく、あくまで宗教社会学の観点から客観的に現象を捉え

ようとする姿勢は非常に重要なものだ。

社会学部 鈴木 謙介 先生 

『スノーボードの誕生 
なぜひとは横向きに滑るのか』 

＊著者名  ：  田嶋 リサ 

＊出版者  ：  春陽堂書店 請求記号 

＊出版年  ：  2021 年 796.7:T13:2022-1 

サーフィン、スケートボード、スノーボード。この三つがどのような前後

関係、因果関係のもとに生じたのか。三者の相互作用の歴史が、ていねい

にたどられていきます。1970 年代半ば、ロサンゼルス一帯が旱魃に襲われ

たことが、スノーボードの種目ハーフパイプへとつながっていく不思議。

ドキュメンタリー映画の傑作「Dogtown and Z-Boys」を観てから読むと、

よりいっそう理解が深まります。

社会学部 難波 功士 先生 
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『田中角栄を総理にした男 
軍師・川島正次郎の野望』 

＊著者名  ：  栗原 直樹 

＊出版者  ：  青志社 請求記号 

＊出版年  ：  2020 年 320.95:K96:2022-1 

昭和の政治、入門一歩手前。戦前にもリベラルな政治家はいました。そし

て、戦前にも「一軍師」で終わることをいさぎよしとした政治家たちがい

ました。後藤新平に学んだ川島正次郎はその典型です。昭和期の自民党に

とってもっとも総理に近い要職は、自民党幹事長でしたが、いまはその面

影もありません。軍師として幹事長を務め、見事に戦後政治を動かした川

島正次郎という人物に関心を持ってもらえたら嬉しいです。 

 
社会学部 李 建志 先生 

 

『統合失調症がやってきた』 
＊著者名  ：  松本ハウス 

＊出版者  ：  幻冬舎 請求記号 

＊出版年  ：  2018 年 070:M43:2022-1 

統合失調症にかかるひとは、何と 100 人の割合でいます。ウツに関しては

告白するひとが増えましたが、統合失調症であることを公にする芸能人は

たぶんこの人だけです。加賀屋さんの発症状況、そしてその後に売れっ子

漫才師として活躍した時代（みなさんの多くが生まれる前です）、入院、社

会復帰、そして漫才師として再生。みなさんも、一読してみてください。

みなさんの隣に、そういう病気で苦しんでいる方がいるかも知れません。 

 
社会学部 李 建志 先生 
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『ぼくと野球と糖尿病 
海を渡ったエースの闘病記』 

＊著者名  ：  新浦 寿夫 

＊出版者  ：  文藝春秋 請求記号 

＊出版年  ：  1994 年 070:N73:2022-1 

みなさんが生まれてくるずっとずっと前に、読売ジャイアンツのエースと

して、新浦という投手がいました。彼は在日朝鮮人で、野球の能力で這い

上がろうとし、それを果たします。しかし、彼が峠を過ぎた時ジャイアン

ツは無情にも放出します。在日朝鮮人＝コリアンであった彼は、韓国プロ

野球に活路を見いだしますが・・ここで 1 型糖尿病であること（膵臓が破

壊される難病）がわかり、昏睡し・・。あとは読んでみてください。

社会学部 李 建志 先生 

請求記号 

『新編 明治精神史』 
＊著者名  ：  色川 大吉 

＊出版者  ：  中央公論社 

＊出版年  ：  1973 年 195:I71:2022-1 

2021 年 9 月 7 日、96 歳で亡くなった色川大吉さん畢生の大作。色川さん

は日本の民衆思想史を切り拓いた歴史家で、偉い思想家の思想史ではなく、

地域に暮らす普通の人びとの「精神史」を提唱した。大部な本だが、日本

の「近代」「民主主義」の根本を知るには必読の書。 

法学部 高島 千代 先生 
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『「日本」ってどんな国？ 
国際比較データで社会が見えてくる』 

＊著者名  ：  本田 由紀 

＊出版者  ：  筑摩書房 請求記号 

＊出版年  ：  2021 年 309:H77:2022-1 

コロナ禍を経た私たちは、日本ってどんな国か、少しわかってきたのでは

ないか。私たちの「生活」に一番近い分野、家族やジェンダー、学校・友

だち、労働、政治・社会運動などについて、国際比較を通じて日本という

国家の「現在」を見定めようという本。本書によれば、日本は「相当やば

い国」らしい。

法学部 高島 千代 先生 

請求記号 

『学問のすゝめ』 
＊著者名  ：  福沢 諭吉 

＊出版者  ：  岩波書店 

＊出版年  ：  2008 年 370:F96:2022-1 

「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」というフレーズで始まる、

教科書ではなじみのある書物であるが、通して読んだことのある若者は少

ないのではないか。この初段落は、「学問を勤めて物事をよく知る者は貴人

となり富人となり、無学なる者は貧人となり下人となるなり」と結ばれて

いる。この段落ばかりでなく、全体として厳しい筆法で書かれた、現代で

も通じる論説は、さすが「諭吉」と言わざるを得ない。 

経済学部 國枝 卓真 先生 
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『インターネットとヘイトスピーチ 
法と言語の視点から』 

請求記号 

＊著者名  ：  中川 慎二ほか

＊出版者  ：  明石書店 

＊出版年  ：  2021 年 323.1:N16:2022-1 

大きな社会問題となったヘイトスピーチを、国際法、ドイツ法、日本のヘ

イトスピーチ解消法、ドイツでの裁判事例、コミュニケーション論、倫理

学から解き明かした論集。

経済学部 中川 慎二 先生 

『右翼ポピュリズムに抗する市民性教育 
ドイツの政治教育に学ぶ』 

＊著者名  ：  名嶋 義直、神田 靖子編 

＊出版者  ：  明石書店 請求記号 

＊出版年  ：  2020 年 375.3:N16:2022-1 

ドイツの政治教育の理論と実践に関わる優れた論考で、市民性教育を論じ

ている。 

経済学部 中川 慎二 先生 
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『民主的シティズンシップの育て方』 
＊著者名  ：  名嶋 義直編 

＊出版者  ：  ひつじ書房 請求記号 

＊出版年  ：  2019 年 375.3:N16:2022-1 

民主的シティズンシップ教育について、ドイツの政治教育からその理念と

実践を論じた好著である。 

経済学部 中川 慎二 先生 

『極夜行』 
＊著者名  ：  角幡 唯介 

＊出版者  ：  文藝春秋 請求記号 

＊出版年  ：  2018 年 919.8:K13:2022-1 

田舎を訪れて、夜の暗さとそれ故の星の輝きに驚いたことはないだろうか。

便利さを追い求める人間が都会の暮らしから闇というものを締め出すよう

になって久しい。だがこの地球上には日光はおろか、月の光すら差さない

完全な闇、極夜に包まれる場所がある。最果ての地の極夜に橇と犬一匹だ

けで挑んだ一人の冒険家の記録。闇と光、そして人間という生き物を根源

的に問うノンフィクション。単調な日々に退屈している方にお薦めします。 

経済学部 藤井 英次 先生 
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『経済社会の学び方 
健全な懐疑の目を養う』 

＊著者名  ：  猪木 武徳 

＊出版者  ：  中央公論新社 請求記号 

＊出版年  ：  2021 年 307:I58:2022-1 

社会科学系の学問を学ぼうとするとき、どのような考え方が必要でしょう

か。この本では本質論や演繹法、統計などを鵜呑みにせず、歴史や実務か

らもしっかりと学んでいかなければならないことなどが指摘されていま

す。大学で勉強している学生さんには必読の書です。社会科学を社会研究

と表現している著者の多方面にわたる学問への造詣の深さにも感銘を受け

ることができます。 

商学部 西嶋 達人 先生 

『ビジネスエリートになるための
教養としての投資』 

＊著者名  ：  奥野 一成 

＊出版者  ：  ダイヤモンド社 請求記号 

＊出版年  ：  2020 年 332.6:O41:2022-1 

預金や貯金が勤労者の正義であった時代は終わっています。勤労による余

剰資金は投資をする時代です。日本政府もさまざまな制度により国民に投

資を勧めています。これから投資を始める学生諸君には、投資について学

ぶための基本書になると思います。特に商学部の学生さんには読んでいた

だきたい一冊です。 

商学部 西嶋 達人 先生 
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『知識創造企業』 
＊著者名  ：  野中 郁次郎、竹内 弘高 

＊出版者  ：  東洋経済新報社 請求記号 

＊出版年  ：  2020 年 380.22:N81:2022-1 

日本の経営学に関する理論で、世界に影響を与えた最たるものが、この本

の「知識創造理論」です。グローバルに活躍したい人の必読書といえるで

しょう。新装版になり読みやすくなっています。分厚いですがまず第 1 章

を読んで、第 2 章はとばして第 3、4 章を読んで、おもしろくなったらそ

れ以降を読んで、最高におもしろくなったら第 2 章を読みましょう！ 

商学部 松本 雄一 先生 

『ワイズカンパニー 
知識創造から知識実践への新しいモデル』 

＊著者名  ：  野中 郁次郎、竹内 弘高 

＊出版者  ：  東洋経済新報社 請求記号 

＊出版年  ：  2020 年 380.22:N81:2022-1 

前著『知識創造企業』の正当な続編です。本書は創造した知識をいかに実践

にいかしていくかという問題に取り組んでいます。前著に続いて事例が最高

におもしろいです。前著を読んでいなくても読めますが、できれば順番に読

むといいでしょう！ 

商学部 松本 雄一 先生 
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『自立へ追い立てられる社会』 
＊著者名  ：  広瀬 義徳、桜井 啓太 

＊出版者  ：  インパクト出版会 請求記号 

＊出版年  ：  2020 年 304:H66:2022-1 

ネオリベラリズムよりもさらに奥、私たち一人ひとりに宿る「自己責任論」

「自立主義」に狙いを定め、そのオルタナティブを提示する。そんなこと

を目指した本です。

人間福祉学部 桜井 智恵子 先生 

『子どもの放課後にかかわる人の Q&A 50』 
＊著者名  ：  プレイワーク研究会 

＊出版者  ：  学文社 請求記号 

＊出版年  ：  2017 年 369:P98:2022-1 

冒険遊び場（プレーパーク）のプレーリーダーなど、子どもと関わる実践を

積み重ねてきた専門家が、放課後の子どもたちと関わる際に考えるべきこと

についてまとめています。教師や保育者、放課後児童クラブや児童館スタッ

フなど、「子ども」や「遊び」に関わっていこうと考えている人にとくにお

薦めします。現場で直面する様々な課題への向き合い方や、子どもの遊びを

支えるために必要な視点についてヒントが得られる一冊です。

教育学部 松阪 崇久 先生 
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『虫ぎらいはなおるかな？ 
昆虫の達人に教えを乞う』 

＊著者名  ：  金井 真紀 

＊出版者  ：  理論社 請求記号 

＊出版年  ：  2019 年 595:K16:2022-1 

虫が苦手な著者による「昆虫の達人」たちへのインタビューをまとめたも

のです。登場するのは、昆虫館館長、野遊び達人、虫との関わりの発達や

歴史の研究者、虫の陶芸作家など。それぞれの「達人」の話が興味深く、

かつユーモラスで楽しめます。また、人間同士での「嫌悪」の感情につい

ても考えさせられる内容です。さて、これを読めば「虫ぎらい」はなおる

でしょうか？虫は苦手だという人も是非読んでみてください。 

教育学部 松阪 崇久 先生 

『アメリカーナ』 
＊著者名  ：  チママンダ・ンゴズィ、アディーチェ 

＊出版者  ：  河出書房新社 請求記号 

＊出版年  ：  2016 年 823:A23:2022-1 

ナイジェリアという環境の下では、ふたりの若者の切ない恋に、政治的状

況や人種などの社会問題がこんなにも深く関わってまつわりついてくるも

のか。でも気づいていないだけで実は日本でも同じことなのかも。そんな

越境的思索までも誘う完璧な青春小説。

教育学部 宮原 一成 先生 
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『あるときの物語（上）（下）』 
＊著者名  ：  ルース・オゼキ 

＊出版者  ：  早川書房 請求記号 

＊出版年  ：  2014 年 813:O99:2022-1 

読む人がどんな年齢でどんな悩みを抱えながら生活している人だとして

も、きっとどこかに思い入れの対象が見つかるような小説です。転校生が

受ける深刻ないじめ、老いを迎える心構え、第二次大戦特攻隊員の心情と

その母親の無念、社会に蹂躙される個人の虚無感。場所も時代もバラバラ

の重い問題群が、非現実的ながらリアルな展開を経て、深い満足感をもた

らす結末に向かいます。 

教育学部 宮原 一成 先生 

『この国のかたちを見つめ直す』 
＊著者名  ：  加藤 陽子 

＊出版者  ：  毎日新聞出版 請求記号 

＊出版年  ：  2021 年 304:K19:2022-1 

権力者は何を考え、何をしたかを確実に記録に残さねばならない。それは

為政者が国民に対して果たすべき最低限の義務である。そのような文書が

あって初めて、私たちは歴史から学ぶことができる。ところが、現代の日

本では、権力者が、臆面もなく、自分に都合のよくない公文書を改竄した

り、破棄したりすることが横行している。過去の過ちへの反省がない限り、

日本人はまた選ぶべき道を間違うことになる。著者のその危惧を共有する。 

教育学部 宮本 健市郎 先生 
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『文庫解説ワンダーランド』 
＊著者名  ：  斎藤 美奈子 

＊出版者  ：  岩波書店 請求記号 

＊出版年  ：  2017 年 028:S15:2022-1 

日本では古典の多くを、文庫で読むことができ、しかもそれに解説がつい

ている。したがって、同じ作品でも数種類の解説が出回ることになる。解

説の執筆者は作家や翻訳者や文芸批評家である。著者はそれらの解説に対

して、意味不明、同人誌の合評、情報隠しなどの批評を加える。その切れ

味のよさが小気味いい。夏目漱石、川端康成、サガン、バーネットなどあ

りふれた作品だが、そんな解説もあったのかと、また原著を読みたくなる。 

教育学部 宮本 健市郎 先生 

『支配の構造 
国家とメディア-世論はいかに操られるか』 

＊著者名  ：  堤 美果ほか 

＊出版者  ：  SB クリエイティブ 請求記号 

＊出版年  ：  2019 年 301.2:S55:2022-1 

現代日本のマスメディアは危機的状況にある。権力者の都合にあわせて真

実を隠したり、虚偽を拡散させたりする例は少なくない。また、広告収入

を目当てにいかがわしい情報を流すこともある。こうして、金と権力をも

つものが、世論を手に入れるのである。では、いかにして、普通の私たち

が、メディアを自分のものとして取り戻し、民主主義を回復させることが

できるか。著者の 4 人がメディア論の古典を取り上げ、ヒントを探る。 

教育学部 宮本 健市郎 先生 
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『NEO HUMAN 
究極の自由を得る未来』 

＊著者名  ：  ピーター・スコット-モーガン 

＊出版者  ：  東洋経済新報社 請求記号 

＊出版年  ：  2021 年 921.6:S43:2022-1 

ロボット工学で博士号を持っている著者が ALS（運動ニューロン疾患）と

診断されたものの、現代の技術を使うことで「生き続ける」ことに挑戦を

始める。自分の体を実験台とした「肉体のサイボーグ化」および「AI と自

らの意識との融合」というプロジェクトが現在（2021.12）進行中。「人間

であること」の定義をも書き換えようとする野心的な試みについて、本人

が記したもの。これをどう考えるべきか、私たちに挑戦を突き付ける書。

理学部 前川 裕 先生 

『ICU 式「神学的」人生講義
この理不尽な世界で「なぜ」と問う 』 

＊著者名  ：  魯 恩碩 

＊出版者  ：  CCC メディアハウス 請求記号 

＊出版年  ：  2021 年 230:R62:2022-1 

国際基督教大学（ICU）でのキリスト教概論の授業を、ゼミ形式で編集。「正

解を出す」ことよりも、「なぜ」と問う勇気を持つことを進める、12 の講

義。多くの人が世界に・人生に・宗教に対してもつ疑問が取り扱われてお

り、あなたの問いもきっと入っているでしょう。 

理学部 前川 裕 先生 
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『遺跡が語る聖書の世界』 
＊著者名  ：  長谷川 修一 

＊出版者  ：  新教出版社 請求記号 

＊出版年  ：  2021 年 220.9:H34:2022-1 

「聖書」の背景にはどんな考古学的事実が残っているのか。「住まい」「ワ

イン」「ビール」「ファッション」「パン」などの生活面から、「貨幣」「交易」

「葬送」など社会的な側面まで、日本を代表する聖書考古学者が自らの経

験を交えながら語る、楽しい本。聖書の読みを深めてくれる一冊。

理学部 前川 裕 先生 

『円 劉 慈欣 短篇集』 
＊著者名  ：  劉 慈欣 

＊出版者  ：  早川書房 請求記号 

＊出版年  ：  2021 年 863:L78:2022-1 

『三体』で有名な中国の SF 作家劉慈欣の短編集である。豊富な想像力に基

づく優れた SF の短編が集められている。英米や日本の SF を読み慣れた人

から見ると劉の短編はあまり洗練されない印象を受けるだろうが，そんな

ことなどどうでもいいと思わせるだけのパワーがある。私が一番好きな『詩

雲』は漢詩と超大型コンピュータに関する話である。この奇妙な組み合わ

せからどんな物語が生まれるのか気になる人はぜひ手にとって欲しい。 

理学部 山根 英司 先生 
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『ロボットの研究者は現代のからくり師か?』 
＊著者名  ：  梅谷 陽二 

＊出版者  ：  オーム社 請求記号 

＊出版年  ：  2005 年 621:U49:2022-1 

ロボット学会設立発起人のお一人であり、研究の最前線で走って来られた

梅谷先生が、ロボット工学と研究者の在り方について問題提起なさってい

ます。

「ロボット学会は 20 年間で解散と考えていた」と伺った時には不思議に思

いましたが、本書を読んで腑に落ちました。

分野を問わず「工学分野の研究」を志す学生さんへお薦めします。

工学部 宮原 啓造 先生 

『マンガで読む発酵の世界』 
＊著者名  ：  黒沼 真由美 

＊出版者  ：  緑書房 請求記号 

＊出版年  ：  2020 年 664.1:K96:2022-1 

マンガで読む、とありますが、４コマ漫画を織り込みながらかなり専門的

な発酵の仕組みを解説した本です。昨今、環境問題と関連して代替肉の話

題が増えていますが、大々的な食肉の習慣が庶民になかった江戸時代以前、

たんぱく源となっていたのは、まさにさまざまな発酵食品です。日本の食

文化がいかに麹菌オリゼーに支えられているのかを知るための一冊。

生命環境学部 谷水 雅治 先生 
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『食べることと出すこと』 
＊著者名  ：  頭木 弘樹 

＊出版者  ：  医学書院 請求記号 

＊出版年  ：  2020 年 070:K19:2022-1 

人の眼前で便を漏らして床を汚してしまったら、どんな気持ちになるでし

ょう？頭木さんは羞恥心を越えて絶望感に打ちひしがれました。大学生の

とき難病の潰瘍性大腸炎にかかり、13 年にわたる壮絶な闘病生活の中で、

トイレに間に合わないのは日常だったのです。ものを喰い排泄しつづける

人間の営みを、悲しみだけでなく可笑しみいっぱいに描いています。それ

は絶望の便器の淵から人生を眺めた当人だけが生み出せたユーモアです。

建築学部 谷口 真紀 先生 

『電通現役戦略プランナーの

ヒットをつくる「調べ方」の教科書』 
＊著者名  ：  阿佐見 綾香 

＊出版者  ：  PHP 研究所 請求記号 

＊出版年  ：  2021 年 380.1:A79:2022-1 

IT が複雑に進化している今、マーケティング活動に必要な情報の入手方法

が、最新の事例とともに説明されている。マーケティングリサーチの全体

像を理解できる上に、実務で使える再現性も高いので推薦します。 

経営戦略研究科 児玉 洋典 先生 
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『PEARL CITY
Stories from Japan and Elsewhere』 

＊著者名  ：  Simon Rowe 

＊出版者  ：  Mighty Tales & Atlas Jones.Co 請求記号 

＊出版年  ：  2020 年 823:R87:2022-1 

This book has been used as a supplementary text for students in 

Writing and Reading Programs. Students say they have enjoyed 

reading it. 

言語教育研究センター ロウ サイモン 先生 

『GOOD NIGHT PAPA 
Short Stories from Japan and Elsewhere』 
＊著者名  ：  Simon Rowe 

＊出版者  ：  Atlas Jones & Co. 請求記号 

＊出版年  ：  2017 年 823:R87:2022-1 

This book has been used as a supplementary text for students in 

Writing and Reading Programs. Students say they have enjoyed 

reading it. 

言語教育研究センター ロウ サイモン 先生 
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