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コトラの森へようこそ！

　人は一生の間に無数のものと出会い、無数のことを経験し、
その都度こころを動かされるが、そのほとんどは時の流れのな
かで忘れ去られていく。しかし、この消えていく出会いや感動を
半永久的に保存する手段を人類は手に入れた。文字と本である。
これらを利用することにより、人は時空を超えて過去の人や遠方
の人と経験や感動を共にすることができるようになった。
　この小冊子には、本学の先生たちが推薦する“ビブリオ
KoToLa（コトラ）”の本のタイトルと紹介文が収められている。
ここで、“ビブリオ”とはビブリオグラフィーの略で「参考文献目
録」を意味し、“KoToLa”（Kobe Tokiwa Liberal Artsの頭文字を
つないだ造語）は「神戸常盤大学の一般教養科目」を意味し、「事
ら」すなわち「いろいろな事」にも通ずる。
　画家ポール・ゴーギャンはタヒチの女性群像を描いた絵の片
隅に小さく“我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はど
こへ行くのか“と書き添えた。この言葉を引用するまでもなく、
人が生きることの意味は深く、なぞに充ちている。ほとんどの人
は人生の一時期（多くは青年期）にこの課題に出会し、“人生いか
に生きるべきか”と思い悩む。この悩みは自分で深く考えること
により解消されるが、その際役立つのは古今東西の賢人、先人た
ちが遺してくれたいろいろな“事”の記録（本）である。一度で
も生きることの意味について真剣に考えたことのある人は、自分
を確立し、他人を理解することができる。
　以上のことは本学の先生たちにも例外ではなかった。先生たち
も大いに悩み、嘆き、疑い、迷った末に自分の解を見出してきた。
その過程で巡り会った心に残る本の数々、----- それが今ビブリオ
KoToLaのコーナーに集められている。このコーナーは小さいが、
先生たちを育てた「事らの森」である。語りかけてくる言葉は強
くてやさしい。思索を導く人生の木もあれば、新しく芽を出した
科学の木や、人を癒しつづける芸術の木もある。今日あなたはこ
の小冊子を手にした、ということは“コトラの森”の入り口まで
来たということである。さあ、もう一歩進んで森に入ってみよう。
並んだ木（本）の中からあなたに呼びかける一つを選び、読んで
みよう、豊かな人生へのヒントがきっとみつかるだろうから。
� 学長　上田�國寛
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旭 次郎 理事長

卒業論文。すべて無常。

ポケットに入れて一人旅をしました。

挫折、退廃、倦退、反骨、抒情、と学生時代の気分にピッタリ。

善とは？悪とは？人間とは？

918

911.168

911.56

913.6

方丈記．徒然草　〔新日本古典文学大系〕

若山牧水歌集　〔岩波文庫〕

中原中也詩集　〔新潮文庫〕

羅生門・鼻他　〔日本名作選〕

「ゆく河の流れは絶えずして…」の有名な語り出しで、全てのもののはかなさを
語る方丈記。震災後、災厄についての考えにも注目が集まっています。

「幾山河越えさりゆかば寂しさのはてなむ国ぞ今日も旅ゆく」いまも語り継がれ
るあまたの名歌。若い時にこそ触れてみたいものです。

「汚れつちまつた悲しみに」で有名な中原中也は30歳で夭折しましたが、多くの
珠玉の作品を残しました。哀切な響きの言葉が胸を打ちます。

今昔物語を元に書かれた芥川龍之介の作品で、高校の教科書にも採用されていま
す。善、悪、人間のエゴイズムに迫る作品です。いろいろ考えさせられます。

SH

WA

NA

AK

000061058

000060935

000060906

000060884

[ 鴨長明著 ] 佐竹昭広校注　[ 吉田兼好著 ] 久保田淳校注

[ 若山牧水著 ] 伊藤一彦編

中原中也 [ 著 ]　吉田熈生編

芥川龍之介著

読後ずっしりと心が重くなった。
983カラマーゾフの兄弟（上・中・下）

〔新潮文庫〕

「罪と罰」と並ぶドフトエフスキーの最高傑作。しっかり腰を据えて読みたい。
各自のコスモロジー構築の一環としても役立ちます。

DO
000060916

ドストエフスキー [ 著 ]　原卓也訳
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上田 國寛 学長

愛の学校

日本人のこころをつくる信義の力

夢を信じて －－－

日本人のこころの響き

973

156

969.3

911.124

クオレ（上・下）　〔偕成社文庫〕

武士道　〔対訳ニッポン〕

アルケミスト　夢を旅した少年

☆万葉秀歌（上・下）　〔岩波新書〕

エンリーコ少年が毎日綴った日記と先生の「お話」（「母をたずねて三千里」な
ど）を収めたイタリア児童文学の古典的名作。正義や友愛などヨーロッパ流生命
倫理の原点が伺える。

ルーズヴェルトを感激させ、日露戦争終結に寄与し、日本人のこころの有り様を
初めて世界に知らしめた英語の歴史的論著。武士道の教えは現代人のこころから
消えたように見えるが、震災後に略奪行為が皆無だったニュースは世界を驚かせ
た。誠実、節義、献身、勤勉、恩愛、惻隠などの価値をもう一度見直そう。

羊飼いの少年は、ピラミッドのそばで自分を待つ宝物の夢を見て、はるかな旅に
出た。さまざまな困難に出会いながら夢を信じつづけた少年は、王様からもらっ
た二つの石の声を聞き、オアシスの空に「前兆」を読み、錬金術師に伴われて、
ピラミッドへと向かう。人生を教えてくれる不思議なファンタジー。

日本人のこころの奥底には基底音のごとく七五調のリズムと大自然を父・母と慕
う自然観が流れている。その源流の一つが、わが国で初めて歌謡を文字化して蒐
めた万葉集である。おおらかな古代人のこころの響きを第一級の歌人の解説で味
わって見ては如何か。

DE

NI

CO

SA

000060880

000060891

000060867

000023230

アミーチス作　矢崎源九郎訳

新渡戸稲造著　樋口謙一郎，国分舞訳

パウロ・コエーリョ著　山川紘矢，山川亜希子訳

斎藤茂吉著



6

今西 麻樹子 医療検査学科

数学が楽しい！と思える本です。

図書館に入ったら是非読んでみたい！

図書館に入ったら是非読んでみたい！

赤毛のアンが苦手な人は読んでみて！

413.59

916

916

933

フーリエの冒険　

救命センターからの手紙
ドクター・ファイルから　〔集英社文庫〕

救命センター当直日誌　〔集英社文庫〕

大きな森の小さな家　〔インガルス一家の物語〕

フーリエとは光や音など、波としてとらえることのできる現象を解析するのに有
力な数学です。三角関数、微分、積分などいろいろ出てきますが、ただ数式を羅
列しているのではなく、説明の一つ一つに絵があるといった具合に視覚で理解で
きます。

生と死の瀬戸際に人間の表と裏が交錯し、現代の縮図がここにある。

医者と死を間際にした患者、その家族が織りなす人間模様。

100年以上前の北米の森と草原を舞台に、少女ローラとその一家の開拓生活を描
いた物語。TVドラマシリーズ「大草原の小さな家」は原作になっている本の2
巻目以降に相当します。福音館書店からはインガルス一家の物語として全5巻出
版されています。

TO

HA

HA

WI

000061051

000060939

000060940

000061055

トランスナショナルカレッジオブレックス編

浜辺祐一著

浜辺祐一著

ローラ・インガルス・ワイルダー作　ガース・ウィリアムズ画　恩地三保子訳
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酒井 健雄 医療検査学科

これからどうなるか。予言集を見よう。

「教養とはなんですか」と聞かれたら？

医学・文学・思想・歴史。まさに教養の固まり。

血液理解に最適

おしゃべりするよりよく「聴け」

304

002

910.268

491.321

104

〔内橋克人同時代への発言〕（1・4）

やりなおし教養講座　
〔NTT 出版ライブラリーレゾナント〕

羊の歌（2冊）　〔岩波新書〕

「流れる臓器」血液の科学　
血球たちの姿と働き　〔ブルーバックス〕

☆聴くことの力　臨床哲学試論

評論家内橋克人の力作。今日の社会の予告とも思える内容で原子力発電の危険性
もすでに予告しており、「原発はトイレのないマンション」の例えは彼によるも
のである。現場取材と深い見識に裏打ちされた日本再生のための処方箋。

教養が大事と云われるが、さてそれは何かと問われると人により千差万別かつぼ
んやりした表現でしか答えられないのが殆どであろう。ぼんやりしたものが輪郭
をもって見えてくる。

医師であり、作家でありそして思想家でもあった加藤周一の代表作の一つ。戦時
中の血液検査、広島での原爆被災者の治療経験など、医療系の学生が読んでもわ
かるところがよい。

臨床検査技師である著者が、血液の働きをわかりやすく解説した講談社ブルー
バックス。血液に興味がわく内容。

自己PRや発言することがコミュニケーションの大事な要素だと云われて久しい
が、本当のコミュニケーションは聴くことにある。「聴くこと」が如何に大事か
を再確認させてくれる。

UC

MU

KA

NA

WA

000060854

000060741

000060972

000060989

000040690

内橋克人著

村上陽一郎著

加藤周一著

中竹俊彦著

鷲田清一著
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坂本 秀生 医療検査学科

どうやって「やる気」を維持するか

大学時代の友は一生の財産！

遺伝子に生かされ、守る為に生きている？

知的生産で生きるためのサバイバルガイド

何かしたいと思ったら、まず読んでみよう。

336.4

913.6

467.2

407

159.7

モチベーション3.0　持続する「やる気 !
（ドライブ !）」をいかに引き出すか

青が散る（上・下）　〔文春文庫〕

利己的な遺伝子　

やるべきことが見えてくる研究者の仕事術
プロフェッショナル根性論

20歳のときに知っておきたかったこと　
〔スタンフォード大学集中講義〕

コンピューター同様、社会にも人を動かすための基本ソフトがあり、基本ソフト
をしっかりすれば「やる気」をもち続けることが出来る本。

大学が舞台で時代は変われど、若者は悩みながら、いろんなことに直面する。あ
とで振り返ると、何故か色褪せない。

生物がなぜ進化したかを説き、著者は遺伝子が自らのコピーを増やそうとする遺
伝子の利己性から、進化生物を語る読み物として一気に読めてしまう。

何事も思うように進まず途方に暮れた時、進路に不安を覚えた時、評価されない
と不満を感じた時などに読んでみよう。今起こすべき行動が見えてくる。

「決まりきった次のステップ」とは違う一歩を踏み出したとき、すばらしいこと
は起きる。とこの本は言う。常識を疑い、世界と自分自身を新鮮な目で見つめて
みよう。

PI

MI

DA

SH

SE

000060791

000060896

000060765

000060721

000060795

ダニエル・ピンク著　大前研一訳

宮本輝著

リチャード・ドーキンス [ 著 ]　日高敏隆 [ ほか ] 訳

島岡要著

ティナ・シーリグ著　高遠裕子訳
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澁谷 雪子 医療検査学科

こどもの視点に立った詩集

こどもの視点に立った詩集

こどもの視点に立った詩集

秘密のチョコレート工場でなにがおこるのか。

911.58

911.58

911.58

933.7

わたしと小鳥とすずと　〔金子みすゞ童謡集〕

明るいほうへ　〔金子みすゞ童謡集〕

このみちをゆこうよ　〔金子みすゞ童謡集〕

チョコレート工場の秘密　
〔ロアルド・ダールコレクション〕

どこかで聞いたことのある詩です。『こだまでしょうか』など。詩を読みながら
想像してみてください。寂しい気持ち、楽しい気持ちになります。心に残ること
ばがみつかると思います。

こどものころには、このようなことを感じていたのかもしれないと思う詩です。

素直な気持ちを書き留めてみようかと思う詩集です。

映画 ｢チャーリーとチョコレート工場｣、｢夢のチョコレート工場｣ の原作です。
読みながら想像して、楽しい。言葉が面白いです。

KA

KA

KA

DA

000061070

000061071

000061072

000061000

金子みすゞ著

金子みすゞ著

金子みすゞ著　矢崎節夫選

ロアルド・ダール著　クェンティン・ブレイク絵　柳瀬尚紀訳
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杉山 育代 医療検査学科

人生の目的は何か

どうすれば親鸞聖人のように大悲の願船に乗れるのか

奇跡のリンゴ「絶対不可能」を覆した木村秋則の記録

奇跡のリンゴの木村秋則さんが感じたこと

188.74

188.74

625.21

625.21

なぜ生きる [1]

なぜ生きる 2

奇跡のリンゴ　「絶対不可能」を覆した農
家木村秋則の記録

あなたの人生に「奇跡のリンゴ」をつく
る本　

人命はなぜこの世で一番重いものなのかを考えさせられる一冊です。

生きる苦しみは、人によって様々ですが、この本の中には、人生の苦悩の根元を
解決するヒントがあふれています。また、親鸞聖人の教えを学ぶ人にとっても、
これまで聞いてきた誤解、曲解が正され、新たな発見の多い書になるでしょう。

人生自分の信念を貫くことの大切さと、その苦難を乗り越えてきた自分の人生の
重さを感じ取れる一冊です。

人生自分の信念を貫くことの大切さと、その苦難を乗り越えてきた自分の人生の
重さを感じ取れる一冊です。

NA

NA

IS

KI

000060787

000060788

000060797

000060657

明橋大二，伊藤健太郎著　高森顕徹監修

明橋大二，伊藤健太郎著　高森顕徹監修

石川拓治著

木村秋則著　石川拓治聞き書き
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関 雅幸 医療検査学科

野球の本ではありません。映画の本です。

結局人が頑張っているんだ！

最近読んだことありますか？

統計学が最強っていってるけど、ホント？

皆さんも日常を切り取ってみませんか。

778.04

007.63

726.6

350.1

740.21

戦士の休息　

root から／へのメッセージ　〔ASCII books〕

100万回生きたねこ　

統計学が最強の学問である　

音のない記憶　ろうあの写真家井上孝治
〔角川文庫〕

プロ野球で活躍し、監督も経験した著者が映画について書いた本。アニメについ
ても書いてあります。表紙には「紅の豚」が載っていますが、これはどういうこ
とか？

UNIXというOSを積んだコンピュータを運用していく上でのあれこれが書かれ
た本。1991年に出版されて、現状とは異なっている点もあるかもしれないが、
IT社会を支えているのはこのような人たちの努力なのだということがわかると
思う。

こどもの時分に読んだことがあるかもしれませんが、絵本も、もう一度読んでみ
ましょう。いろいろ考えることができます。この本は読むと泣きそうになりま
す。

本学の学生のほとんどが卒業しても必要になる数学が統計学。この本は数式はあ
まり出てきませんが、統計学的知識がどう役に立つのかを書いています。

写真家　井上孝治の人生について書かれた本です。彼は70歳のときに福岡の百
貨店のキャンペーンで使われた写真で注目されました。みなさん日常の写真って
残していますか？

OC

TA

SA

NI

IN

000060789

000060719

000060663

000060682

000060951

落合博満著

高野豊著

佐野洋子作・絵

西内啓著

黒岩比佐子 [ 著 ]
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畑中 道代 医療検査学科

若い人に読んでほしいエッセイ

古代日本人のいきいきとした声が響きわたる壮大な物語

日常生活の一面を切り取ったエッセイ。

914.6

913.2

914.6

ヨーロッパ退屈日記　〔新潮文庫〕

眠れないほど面白い『古事記』　〔王様文庫〕

霊長類ヒト科動物図鑑　〔文春文庫〕

映画監督として知られる伊丹十三氏が、50年以上も前にヨーロッパに長期滞在
していた時に、洒落た文体で綴ったエッセイ。上質のユーモアと見識で、自己の
こだわりを述べている。ヒトと同じであることよりは自分のこだわりを大切にす
る意味を学べる。

日本最古の歴史的名著「古事記」をわかりやすく解説した書。一般には断片的に
しか知られていない物語を時代順に大胆かつ鮮やかに再現しているため、古代日
本の成り立ちをおもしろく知ることができる。

日常生活の一面を向田邦子氏の鋭い感性で綴った50のエッセイからなる書。飛
行機事故で亡くなった同氏が、飛行機事故墜落の不安を綴ったものがあり、ファ
ンとしては涙を誘われる。

IT

YU

MU

000060903

000060948

000060955

伊丹十三著

由良弥生著

向田邦子著
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坊垣 美也子 医療検査学科

人間とは？チンパンジーの研究から考える

幼い頃の自分を思い出す一冊

ブタを飼いそして食べる体験ルポ

昭和末期「常識」に抗う三人の日本人を描く

489.97

913.6

645.5

302.1

想像するちから　
チンパンジーが教えてくれた人間の心

銀の匙　〔角川文庫〕

飼い喰い　三匹の豚とわたし

天皇の逝く国で　〔始まりの本〕

著者は日本とアフリカで「人間とは何か」を考えながら30年以上チンパンジー
の研究を進めてきた。チンパンジーはヒト科に属する動物、98.8％の遺伝子は共
通だという。道具を使い、文字を認識できる者もいる。ではチンパンジーとヒト
は何が違うのか？

明治時代、主人公の幼少期から青年期まで、その頃に考えたあるいは体験したこ
とを子供の心のままで綴った小説。当時の風物、四季やちょっとした町の様子の
描写も美しく鮮やかで目に浮かぶよう。灘中で50年にわたって国語の授業で読
み込まれたことでも有名。

著者はルポライターの女性。畜産農家の力を借りて一人で3匹のブタを飼い、屠
畜し食べる会を開く。養豚や畜産の事情や携わる人々の思いにも触れ、いつもは
忘れている私たちの食を支えるいのちとこれを育てる人々に気づかされる。イラ
ストも楽しい。

1989年昭和天皇が崩御する年、世の中の「常識」と闘う三人の「普通の人」を
アメリカ人の父と日本人の母を持つ女性がインタビューした。三人の信念の強さ
と三人を取り巻く人々-支援する人々、複雑な思いを抱く人々を通じて当時の日
本が描き出される。

MA

NA

UC

FI

000060790

000060954

000060785

000060768

松沢哲郎著

中勘助 [ 著 ]

内澤旬子著

ノーマ・フィールド [ 著 ]　大島かおり訳



14

松田 正文 医療検査学科

昭和20年、京都大学原爆調査団の悲劇

旧制中学冬山登山の悲劇

カラヤンを嫌った伝説の指揮者

369.33

913.6

762.3

空白の天気図　〔文春文庫〕

聖職の碑　〔講談社文庫〕

フルトヴェングラー　〔岩波新書〕

先の戦争の末期には気象観測網もずたずたで極めて粗い天気図となり大型台風の
襲来に気付くのが遅れた。そのためもあって、広島の原爆調査で大野陸軍病院に
滞在していた京都大学原爆調査団がほぼ全滅に近い被害を被った。セミドキュメ
ンタリー。

学校行事で冬の木曽駒ヶ岳登山を試みた生徒に多数の死者が出た、信州という土
地柄、大正時代の教師と生徒との関係、考えさせられる慟哭のセミドキュメンタ
リー。

フルトヴェングラーはかのカラヤンを K と呼び、彼とナチとの関係からカラヤ
ンを嫌っていたという。この伝説の名指揮者の人となりが見て取れる書。

YA

NI

FU

000060900

000060932

000060970

柳田邦男著

新田次郎 [ 著 ]

脇圭平，芦津丈夫著
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江上 芳子 看護学科

〝人間とはなにか〟の理解に最高の科学書！

難病と闘う子どもたちのドキュメント！

いのちの尊厳を問う、サスペンスです！

491.371

493.9

913.6

人間らしさとはなにか ?　
人間のユニークさを明かす科学の最前線

チルドレンホスピタル　小児病院

インターセックス　〔集英社文庫〕

人間とはなにか？他の生き物とは異なる〝人間らしさ〟とはいったい何だろう
か？脳神経科学者ガザニガの研究生活の集大成です。ボリュームが大です。興味
のあるところから､ 拾い読みしてもよいと思います。

1991年に出版されたものですが､ 決して古い内容ではありません。ベギーは
ジャーナリストです。フィラデルフィア小児病院で取材した闘病する６人の子ど
もの物語です。まるで映像を見ているように光景が見えます。

性同一性障害者への性転換手術や性染色体異常の性器が男でもない女でもない
〝インターセックス〟と呼ばれる人たちへの治療が行われていた。｢人は男女であ
る前に人間だ｣ と主張し､ 患者のために活躍する女医…！

GA

AN

HA

000060850

000060888

000060938

マイケル・S・ガザニガ著　柴田裕之訳

ペギー・アンダーソン著　荒木文枝訳

帚木蓬生著
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尾﨑 雅子 看護学科

いのちについてどう考えるのか

支え支えられる関係の哲学

死を見つめることは、生き方を問うことである。

人工呼吸器と胃ろうをめぐる延命医療の問題。

歌人夫妻が紡いだ380首とエッセイ

490.15

104

114.2

490.15

911.168

いのちの始まりと終わりに　

☆「弱さ」のちから　
ホスピタブルな光景

死とどう向き合うか　

延命医療と臨床現場　
人工呼吸器と胃ろうの医療倫理学

たとへば君　四十年の恋歌

代理母、クローン、臓器移植から安楽死まで、生命をめぐる環境の変化を、生命
科学者である著者が、生と死の倫理を問い、いのちの本来のあり方を考える。

より強いとされるものがより弱いとされる者や限りなく弱いと思わざるをえない
者に、深くケアされるということが、ケアの場面ではつねに起こる。そのことを
いくつかの場面を通して考える。

自分の命を最後までどう大切に生き抜くか、死を見つめることを通して生き方を
問い直す必要があることを、死生学を研究テーマとする著者が、わかりやすくま
とめている。

我が国で延命医療を問題化している人工呼吸器と胃ろうに焦点を当てている。欧
米の研究知見を示しながら、日本の社会的文化的背景に照らし、日本の現場に
あった対策について考える。

歌人である夫妻が歌を通じて知り合われ、結婚し、お互いに相手を詠んだ短歌が
綴られる。乳がんで逝った妻を見届けた夫と、情熱的にストレートな思いを詠ん
だ妻の歌が印象的な書。

YA

WA

DE

AI

KA

000060758

000046011

000060669

000060691

000060860

柳澤桂子著

鷲田清一著

アルフォンス・デーケン著

会田薫子著

河野裕子，永田和宏著
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鎌田 美智子 看護学科

人間の原罪とは何か？、再生と赦しの物語。

輪廻転生の壮麗なロマン。

船場のご寮人さん、老人パワー全開！

医療技術の最先端「臓器移植」をテーマに！

あなたのＥＱはいくらですか？

913.6

913.6

918.68

913.6

141.6

氷点（4冊）　〔角川文庫〕

豊饒の海（4冊）　〔新潮文庫〕

田辺聖子全集（17）（姥うかれ）

臓器農場　〔新潮文庫〕

EQ　こころの知能指数　
〔講談社 + アルファ文庫〕

イヴとアダムが禁断のリンゴを食べたという人類最初の罪。その生まれながらの
罪を一人の無垢な少女を通して描く、朝日新聞一千万円懸賞小説入選の書。無名
の主婦の作家誕生に、当時話題沸騰したベストセラー。

絶対不可である天皇家の妃殿下（許嫁）に恋いし、焦がれ死にした侯爵家の青年
が、最初神道崇拝の学生に、続いてタイの姫君、最後は自殺未遂の普通の若者へ
と転生。しかしこれは偽の転生で、五衰が明らかになる逆転帰結。4部から成る
美しい日本語の物語。

大阪船場の老舗を取り仕切ってきたご寮人（りょん）さんが、息子に代を譲り余
生を謳歌する物語。したたかさとユーモアに満ちた見事な老人力に、人間への愛
しさが一段と深まる。

現職精神科医師が描く医療サスペンス。新人ナースが遭遇した無能症児を用いた
臓器移植の秘密。真相を追う主人公の周辺に起こる医学の狂気と人間の心の希望
を描いた感動的なヒューマンサスペンスである。

学生時代の秀才が就職してみると、まるで役に立たないことがある。その一因に
はＥＱの低さが関係。ＥＱの根幹は「情動の自己認識」であるとされ、自制や共
感に通じる。ＩＱではなく心の知能指数、これを解明した全米のベストセラー。

MI

MI

TA

HA

GO

000060923

000060909

000061064

000060907

000060942

三浦綾子 [ 著 ]

三島由紀夫著

田辺聖子著

帚木蓬生著

ダニエル・ゴールマン [ 著 ]　土屋京子訳
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河野 あゆみ 看護学科

三大奇書

人はなぜ人を殺すのか

原作を知らなくとも楽しめる

才能を惜しまれつつ急死した作者の代表作を収録

人気絶頂で姿を消したお笑い芸人の自伝

913.68

913.6

913.6

912.6

493.7

夢野久作集　〔創元推理文庫〕

告白　〔中公文庫〕

新釈走れメロス　他四篇　〔祥伝社文庫〕

こどもの一生　ベイビーさん　
〔中島らも戯曲選〕

統合失調症がやってきた　

怪奇さと幻想性では他に類をみない作家の代表作を収録した書。

パンクロッカーの著者らしい、リズミカルで豊かなことばによる主人公の告白が
印象的。河内音頭がパンクのごとき響きをもつ。

名だたる文学作品をモチーフにした軽妙な書。原作と比較して読むとなお面白
い。

治療によって子どもに戻った登場人物たちの仮想現実の世界が、次第に現実化し
ていく惨劇を描いた「こどもの一生」などを収録。

お笑いコンビ「松本ハウス」の、ハウス加賀谷の統合失調症発症と復帰までの軌
跡。

NI

MA

MO

NA

HA

000060950

000060956

000060952

000060866

000060686

　　　　　　　

町田康著

森見登美彦著

中島らも著　高橋宏幸編

ハウス加賀谷，松本キック著
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島内 敦子 看護学科

赤ちゃんの誕生は、夫婦を引き離す ?!

子どもが選んで、子どもが決める

子どもの人生に幾度もよみがえる言葉

いのちってなあに

当たり前のお産とは

367.3

495.6

914.6

495.7

495.7

子供をもつと夫婦に何が起こるか　

子どもを選ばないことを選ぶ　
いのちの現場から出生前診断を問う

おばあちゃんの隣りで　
見守られて育つ時間

Mother　いのちが生まれる

分娩台よ、さようなら　あたりまえに産
んで、あたりまえに育てたい

なぜ親になると結婚生活は変わるのか。250組のカップルの夫婦関係の経験談を
まとめたもの。親へとの発達とともに、人として夫婦として発達するためのヒン
トが隠れているような書。今の自分があるのは…未来の自分のためにも読んでみ
てください。

ダウン症の赤ちゃんとの交流をもとに、いのちとは何か、出生前診断とは何かと
いう問題についてつづった本。障害の子どもを受け止める親の思いとは？障害と
ともに生きるとは？を考える書。

子どもの心をゆったりほぐしてくれる大人－祖母－。核家族化によって少なく
なった祖母との時間、祖母の言葉とは？現代社会の家族とは？子育てとは？を感
じる書。

妊婦さんやその家族、生まれてくる赤ちゃんの写真でつづられた、『いのちの誕
生』を『家族の誕生』を感じることができる。

日本で唯一自宅出産を介助する産婦人科医師の経験から、自然なお産とは何か、
当たり前のお産とは何か、当たり前でなくなった現在の生活とは…を考えるきっ
かけになる書です。

BE

ON

HA

MI

ON

000060846

000060887

000060848

000060654

000061104

ジェイ・ベルスキー，ジョン・ケリー著　安次嶺佳子訳

大野明子編著

浜文子著

宮崎雅子写真・文

大野明子著



20

庄司 靖枝 看護学科

生きていく上で本当に大事なことは？

図鑑ではありません。心がほっこりする恋愛小説。

フェイスブック COO が書いたベストセラー

精密な図版と写真で、赤ちゃんの魅力に迫る

幼児が目新しいものが好きなのは何故？

104

913.6

366.38

493.95

493.9

わかりやすいはわかりにくい ?　
臨床哲学講座　〔ちくま新書〕

植物図鑑　

Lean in （リーン・イン）　
女性、仕事、リーダーへの意欲

☆赤ちゃんの心と体の図鑑

☆子どもの心と体の図鑑

哲学書というと「取っつきにくい」「難しい」と考えますが、臨床哲学の良き入
門書であると思います。わかりやすい言葉で、臨床哲学のいろいろなテーマの
エッセンスがすべて並べてあり、美味しいところを味わえると思います。

ただの恋愛小説ではなく、自らも主人公たちと道草をして一緒に野草を摘み、野
草をいただいている錯覚に陥ってしまうような少し変わった小説です。心が疲れ
ているとき読むとほっこりできるかもしれません。

自分の目標に向かって一歩踏みだせば、仕事や人生はこんなに楽しい。全力で
ゴールを目指す女性達に送る強いメッセージ。

最新の研究結果に基づいて、受精から誕生の瞬間までのドラマと、赤ちゃんに備
わっている驚異の生存能力を美しい写真とともに説明しています。著者はイギリ
スの動物学者で、人間と動物の行動研究の草分け的存在です。

「デズモンドモリス　赤ちゃんの心と体の図鑑」の続編です。就学前の子どもの
心と体の関係とその成長を、魅力的な写真とともにわかりやすく解説していま
す。「好き嫌いやライバル意識が生まれるのは何故？」「一番攻撃的なのは何歳
児？」

WA

AR

SA

MO

MO

000060991

000060869

000060847

000058301

000058302

鷲田清一著

有川浩著

シェリル・サンドバーグ著　村井章子訳

デズモンド・モリス著

デズモンド・モリス著
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谷口 由佳 看護学科

階層社会の実態と機会平等への途

「おひとりさまの老後」を楽しもう

「すべり台社会」からの脱出

格差社会が少子化をもたらした

日本の思想のありかたの文明論的考察

361.8

367.75

368.2

361.6

121

不平等社会日本　さよなら総中流　
〔中公新書〕

おひとりさまの老後　

☆反貧困　「すべり台社会」からの脱出　
〔岩波新書〕

☆少子社会日本　
もうひとつの格差のゆくえ　〔岩波新書〕

日本の思想　〔岩波新書〕

専門職や企業の管理職につく知識エリートたちの階層相続が戦前以上に高まって
いることを指摘する著者。この「階級社会」化こそが企業や学校の現場から責任
感を失わせ、無力感を生んだゆえんとする。「階級社会」の実態を明かし、真の
機会平等への途を示す書。

長生きすればするほど、みんな最後はひとりになる。だれでもいずれはひとりに
なるなら、ひとりで暮らすためのノウハウを準備しておいてもよいのでは？早め
にスタートするか、遅めにスタートするかだけのちがいだ。

今の日本は、一度踏み外すと「すべり台」のようにすぐさまどん底の生活に転落
し這い上がれない事態が拡大している。「すべり台社会」から脱出し、誰もが人
間らしく生きられる「強い社会」へ向けて、課題と希望を語る本。

少子化のスピードが加速し、この30年で出生数は半減、未婚率は急上昇し、日
本は人口減少時代に突入した。若者の不安定な職業状況、様々な格差の拡大、パ
ラサイト・シングル現象の進行、恋愛・結婚観の変容などからその理由を分析
し、少子化対策を考える書。

現代日本の思想が当面する問題や、その日本的特質は何に由来するのかについ
て、日本人の内面生活における思想の入りこみかた、それらの相互関係を構造的
に追究していくことで、新しい時代の思想を想像するために必要な意識は何かを
問う書。

SA

UE

YU

YA

MA

000060981

000060872

000052867

000051184

000060971

佐藤俊樹著

上野千鶴子著

湯浅誠著

山田昌弘著

丸山真男著
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十九百 君子 看護学科

「痛いのは困る、気持ちいいのがいい」

「夢を現実にする力とは」

「人間とはなにか」

生きること自体に意味がある。

「能力を育てるには「旬」がある」

493.73

837.7

114

114

336

リハビリの夜　〔シリーズケアをひらく〕

フィールド・オブ・ドリームス　
〔Screenplay〕

☆人間であること　〔岩波新書〕

☆それでも人生にイエスと言う

☆仕事のための12の基礎力　
｢キャリア｣ と ｢能力｣ の育て方

現役の小児科医にして脳性まひ当事者である著者は、《他者》や《モノ》との身
体感触をたよりに官能的に自らの運動をつくりあげてきた。全身全霊で語り尽く
した驚愕の書。

ある日、農夫は「それを作れば彼が来る」という声を聞いた。農夫はとうもろこ
し畑を潰し野球場を・・・感動の書。

人間としての機能を司る中枢、すなわち脳の働きと、知性、感情、行動との関連
をとらえ、人間の全体像を明らかにする。教育をはじめ、あらゆる領域に対する
問題提起の書。

人間は、いかなる状況においても、自から選択し人生を意味あるものにすること
ができる。当たり前の日常を止めて、ふっと自分の生き方を見つめ直す書。

生涯にわたり納得できるキャリアを送るために、身につけたい仕事能力。本質的
に「いい仕事をする」ための能力の磨きかたの書。

KU

RO

TO

FR

OK

000060823

000060821

000042644

000034897

000049063

熊谷晋一郎著

フォーインクリエイティブプロダクツ編集　島川茂清監修

時実利彦著

V・E・フランクル著　山田邦男，松田美佳訳

大久保幸夫著
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長尾 厚子 看護学科

迷子の気分のひとへ

世界旅行にあこがれているひとへ

脳出血で倒れた夜、歌が迸り出た。

人間であることの究極の根拠はおおらかな心

911.56

915.6

081.6

371.1

あいたくて　〔小さい詩集〕

ももこの世界あっちこっちめぐり　

「虹」から「回生」へ　
〔コレクション鶴見和子曼荼羅〕

意識の弁証法　人間形成論入門

とても「だれかにあいたく」なる、とても「なにかにあいたく」なるときに読ん
でみると「あえてうれしく」なる本。「じぶんにあう」「ひとにあう」「風景にあ
う」「猫にあう」そして「またあいたくて」きょうも歩いていく。通信の卒業生
からのプレゼントです。

スペイン・イタリア・バリ島・アメリカ西部海岸・パリ・オランダ・ハワイに、
行きたいけれど行けない人、世界旅行にあこがれている人、ももこさんの爆笑旅
行記で見聞を広めてください。ちなみにわたくしも、あこがれている一人です。

社会学者の作者が、脳出血で倒れたときから病気を克服するまでの心の軌跡を短
歌で表現している。「完復は不可能と医師にしらされて限界まで自力ためさんと
決す」など必死の体験の記録は、生きることの現実として心に響くものである。

「おおらかな心」とはどんな心であろうか。「意識」あるいは「心」と呼ばれる複
雑きわまりないものの弁証法的考察を通じて、真の人間形成の可能性を哲学的に
探究したものである。筆者の自信作であるので、難解であるが、大切にしたい一
冊である。

KU

SA

TS

HA

000060870

000060845

000061108

000061105

工藤直子詩　佐野洋子画

さくらももこ著

鶴見和子著

林信弘著
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畑 吉節未 看護学科

母のおなかの中にいた時からの私たちの命

キツネは人を幸せにする魔法も持っている

真実の愛と心の成長をうたった叙事詩

あなたは、かけがえのない一個人である

怒られてばかりいる子の心の中を描いた絵本

726.6

726.6

963

726.6

726.6

いのちは見えるよ　〔いのちのえほん〕

きつねのでんわボックス　

カモメに飛ぶことを教えた猫　
〔白水 U ブックス〕

きみのかわりはどこにもいない　

おこだでませんように　

ルミさんは全盲で、盲学校の先生です。隣に住むエリちゃんは、ルミさんの出産
に立ちあうことになりました。全盲のお母さんの出産と子育てを描き「いのち」
について対話しあえる絵本です。苦しくなった時に手にしたい本です。

子供を亡くした母きつねと人間の子供の交流を電話ボックスを舞台に、子を想う
母親の気持ちを優しく感動的に描いた絵本です。子供を幸せにするために、母は
奇跡を起こし、その奇跡がつながっていくのが素敵です。

これから産み落とそうとする卵を黒猫に託すことになるカモメの母。猫はどう
やってカモメのひなを育てるのか。こわがりやのカモメの子はどうやって飛べ
るようになるのか。初めてのことにチャレンジする愛と勇気に、私は感動しまし
た。

やっと家にたどり着いた羊飼いは、大変なことに気がついた。「99匹しかいな
い！ワンダーが迷子になったんだ！」さあ、それからたった１匹を探して、野を
越え山越えの大捜索が始まった！彼が見つけに行った羊のワンダーは、100匹い
る羊の中の1匹ではなく、ワンダーという名の唯一無二の羊なのです。

「ぼくは、いつでもおこられる。家でも学校でも…。休み時間に、友だちがなか
まはずれにするからなぐったら、先生にしかられた」いつも誤解されて損ばかり
している少年が、七夕さまの短冊に書いた願いごとは…？「おこだでませんよう
に」でした。

OI

TO

SE

CA

KU

000060802

000060804

000060992

000060803

000060801

及川和男作　長野ヒデ子絵

戸田和代作　たかすかずみ絵

ルイス・セプルベダ [ 著 ]　河野万里子訳

メロディー・カールソンぶん　スティーブ・ビョークマンえ　徳永大やく

くすのきしげのり作　石井聖岳絵
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松田 光信 看護学科

スティグマとは何か

レポートをどのように書くか

現代社会における自殺

相互作用とは何か

病と共に生きるとは何か

361.4

816.5

368.3

361.16

490.1

スティグマの社会学　
烙印を押されたアイデンティティ

学術論文の技法　

デュルケム自殺論　〔有斐閣新書〕

☆シンボリック相互作用論　
パースペクティヴと方法

☆病いの語り　
慢性の病いをめぐる臨床人類学

スティグマとは何か、これを社会がどのようにつくりだすのかを広い視野で学ぶ
ことができる書籍である。

論文の準備から完成までが具体的に示されている。卒論やレポート作成の手引き
になる書籍である。

自殺は現代の日本において社会的な問題の一つである。この自殺という問題を、
単に健康上の課題から引き起こされた逸脱行動としてではなく、社会的環境に根
差すものとして捉える見方を示している書籍である。

人間はものごとが自分に対して持つ意味にのっとり、そのものごとに対し行為す
る。その意味は、仲間と参加する社会的相互作用から発生し、個人が出会ったも
のごとに対処するなかで、個人が用いる解釈の過程によってあつかわれたり修正
されたりする。人間の行動を理解するうえで重要な視点を与えてくれる書。

慢性の病いと共に生きるとはいかなるものか。病いを患うことが何を意味し、人
はその経験をどのように生き対処するのかなどを深く理解することができる書籍
である。

GO

SA

MI

BL

KL

000060687

000060882

000060996

000056850

000055515

アーヴィング・ゴッフマン著　石黒毅訳

斉藤孝，西岡達裕著

宮島喬著

ハーバート・ブルーマー著　後藤将之訳

アーサー・クラインマン著　江口重幸，五木田紳，上野豪志訳
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森松 伸一 看護学科

著者が幼い頃育った秋田県の情景を牧歌的に綴る。
726.1

ボクの学校は山と川　

幼い頃の矢口高雄氏が近所の田畑や林で遊び、如何に成長したか、幼い弟を育て
ている間に百日咳で亡くしたことを教科書や参考書ではなく視覚的に見ることが
できる。

YA
000060799

矢口高雄著
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井上 文雄 こども教育学科

ムシ好きの仲間入り

抜いても踏んでも生えてくる雑草

486

470

身近なムシのびっくり新常識100　いもむしが日本を救う?
めったに見つからないカブトムシ ?　〔サイエンス・アイ新書〕

身近な雑草のふしぎ　野原の薬草・毒草から道草まで、
魅力あふれる不思議な世界にようこそ　〔サイエンス・アイ新書〕

虫たちをじっくり観察するとびっくりするほどの驚きが隠されています。魅力あ
ふれる世界をナビゲート。

道端でひっそりと、しかし、美しく鮮やかで凛とした生命力をもった雑草。身近
な雑草のふしぎに迫ります。

MO

MO

000060976

000060977

森昭彦著

森昭彦著
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大森 雅人 こども教育学科

仕事の世界では論理思考が求められる！

組織を蘇らせる知恵がここにある。

釜石の事例に学ぶ「防災教育」！

336.2

289.3

374.92

考える技術　

ルネッサンス　再生への挑戦

子どもたちに「生き抜く力」を　
釜石の事例に学ぶ津波防災教育

ビジネスの世界で求められる論理思考について、述べた本である。しかし、その
考え方は医療・福祉・教育の世界にも通じる。これまでの経験では解決法が得ら
れない混沌とした現代社会では、こうした思考法を身につけていることが求めら
れる。

解法が未知の大きな課題に取り組む時、縦割りの組織のままでの解決は難しい。
異なる知識や技術を持った人材による協働こそが、課題を解決に導き組織を蘇ら
せる鍵となる。その考え方は、まさに現代社会に求められるものであると考え
る。

日本列島は、自然災害が多発する時代を迎えている。そうした時代、「防災教育」
は不可欠となっている。子どもたちが自らの判断で自分の命と共に、まわりの大
人たちの命までも救った釜石の事例は、多くのことを学ばせてくれる。

OM

GH

KA

000060780

000060762

000060840

大前研一著

カルロス・ゴーン著　中川治子訳

片田敏孝著

日本が進むべきもうひとつの道

このような自然と人のかかわり方がある

332.107

753.04

里山資本主義　日本経済は「安心の原理」
で動く　〔角川 one テーマ21〕

一色一生　

日本は有数の森林資源に恵まれている。それを活用して、心豊かな暮らしが実現
できるヒントが述べられている。この本を読むと、本当の豊かさについて考えさ
せられる。

染織家志村ふくみさんの、エッセイ集。自然の草木から色を得る、その過程での
さまざまな想いが綴られている。人と自然が共生する姿のひとつを、ここに見る
ことができる。

MO

SH

000060983

000060811

藻谷浩介，NHK 広島取材班 [ 著 ]

志村ふくみ著
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尾上 新太郎 こども教育学科

『教行信証』を哲学する

死を哲学する

死を科学する

物語の真実と復権

188.71

461.1

463.6

901.3

教行信証の哲学　

われわれはなぜ死ぬのか　死の生命科学

ヒトはどうして死ぬのか　
死の遺伝子の謎　〔幻冬舎新書〕

物語の役割　〔ちくまプリマー新書〕

『教行信証』は、親鸞の主著だが、内容が難解である。問題の本質が、一つは、
宗教に関わるからである。引用教典の多さ・難解さにも戸惑う。本書は細部に
渡って同書の内容を論理的に考察したもので、是非一読を勧めたい。

生物史上のある時期、この世に、はっきりとした、生物学次元の死が誕生したと
いう。その死の誕生は、生物学史上深い意味があるという。柳澤氏は、精神とし
て規定された人間の死の問題を背後に意識しつつ、論功を進めている。

アポトーシス他、今日の生物学の常識を分かりやすく教えてくれる。精神を持っ
た人間のその死の問題を考える上でも大いに参考になる。

小川氏は、人間存在にとって、物語というものがどのような意味を持つものかを
考える。平明な文体で書かれているが、奥の深い問題である。小川氏は、そのこ
とを理解している。氏の小説論は､ 臨床心理学の問題意識に通じるのでもある。

SH

YA

TA

OG

000060770

000060749

000060984

000060960

武内義範著

柳澤桂子著

田沼靖一著

小川洋子著
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上月 素子 こども教育学科

母語である日本語を通して人間のあり方に目覚める

アメリカの青年に読み継がれている良書

18歳の頃の青年の北国への憧れを読み解く

アラスカの自然と動物の写真集

言葉のニュアンスを知るための辞典

810

933.7

295.394

748

813.1

にほんご　

アラバマ物語　〔暮しの手帖の本〕

アラスカ光と風　〔福音館日曜日文庫〕

Alaska 風のような物語　

日本語語感の辞典　

私達が今使っている言葉が、日本語の長い伝統によって支えられていることに気
づき、母語へ感覚を鋭くしてくれる。グローバルな世界に旅立つ前に手にしても
らいたい。

南部の古い町で起こる事件をこどもの目を通して描く1960年代のベストセラー。
アメリカに住まう人々について深く知るきっかけを与えてくれる。映画化されグ
レゴリーペックの好演で見応えのある作品になっている。

大学時代の漠然とした憧れから始まった著者とアラスカとの関わりが、時間を
追って伝わってくるとともに、人生という大海原に漕ぎ出す頃の「不安」を、

「希望」へと変えてくれる静かなエネルギーにも溢れている。

最初は見逃しそうだけれど、よくみると、大きな風景の中に動物たちがしっかり
と生きている、そんな写真に惹かれて頁をめくるうちに最後の自然の地アラスカ
の虜になる。

例えば「希望」。・・・「期待」「願望」以上にプラスイメージの語。実現の可能性
が「期待」より小さく、「夢」より大きい感じがある。意味は一様であっても言
葉には微妙な語の持つ感じの違いがある。日本語の生きた知識が身につく読める
辞典である。

AN

LE

HO

HO

NA

000061057

000061069

000060673

000060660

000061068

安野光雅 [ ほか ] 編

ハーパー・リー著　菊池重三郎訳

星野道夫著

星野道夫著

中村明著
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ゲド（ハイタカ）少年の冒険に満ちた成長記

くまのプーさんの作者ミルンの詩集

933.7

933.7

〔ゲド戦記〕（6冊）

Now we are six　

書名は「戦記」だが、ゲド少年の、成長過程での自己の許容・葛藤、心理的変遷
という内面的なテーマが中心的に扱われている。太古の言葉が魔力を発揮する多
島世界アーシースを舞台とした魔法使いゲドの物語。

最後の詩は本の題名でもあり日本でもよく知られている「六つになった」。シン
プルな英語とくまのプーさんでお馴染みのシェパードの挿絵がたっぷり楽しめ
る。

LE

MI

000061118

100022783

ル = グウィン作　清水真砂子訳

A.A.Milne　with decorations by E.H. Shepard
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小崎 恭弘 こども教育学科

ノーベル経済学者のセンの名著

昭和を代表する向田邦子のエッセイ

第35回大宅賞受賞作品！

医療にかかわる人すべてに読んでほしい

「結婚を考えたときに手に取ってほしい！」

332.2

914.6

369.27

913.6

599

貧困の克服　〔集英社新書〕

父の詫び状　〔文春文庫〕

こんな夜更けにバナナかよ　筋ジス・鹿
野靖明とボランティアたち　〔文春文庫〕

赤ひげ診療譚　〔新潮文庫〕

パパルール　あなたの家族を101倍ハッピーに
する本 ファザーリング・ジャパン公式テキスト

経済と社会福祉、人権と安全保障など、マクロな視点から個人の生活を大切にす
る視点まで幅広く書かれています。

生活が社会の真ん中にあった昭和という時代の市井の人々息遣いを感じられる
一冊。日本の「父」を語る上で避けては通れない一冊。

ボランティアってなに？人の営みのおかしさと悲しさが障害という生きざまを通
じて感じられます。

山本周五郎の名作。読み終えたときに不意に涙しました。人生に対する生きざま
を考えさせられる一冊です。

人の幸せは決して一人では作ることはできない。友人やパートナーや、こどもや
家族と共に作るほうが楽しいに決まっている。その家族を持つ時に少し考えてほ
しい事を、父親目線で書きました。自分と家族の生き方の軸を持つための一冊！

SE

MU

WA

YA

AN

000060993

000060899

000060901

000060913

000060875

アマルティア・セン著　大石りら訳

向田邦子著

渡辺一史著

山本周五郎著

安藤哲也，小崎恭弘著　Fathering Japan 編
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牛頭 哲宏 こども教育学科

教科を教えるだけが「教師」ではない。

教育関係者、美しい字を書きたい人へ。

映画監督黒澤明が自らの半生を回想した自伝

理数系が苦手」な人こそ本書を読んで下さい。

僕が生まれて初めて夢中になって徹夜で読んだ本です。

375.1

811.29

778.21

289.3

933.7

授業を変えるコトバとワザ　小学校教師の
コミュニケーション実践　〔新時代教育のツボ選書〕

筆順のはなし　〔中公新書ラクレ〕

蝦蟇の油　自伝のようなもの　
〔岩波現代文庫〕

ご冗談でしょう、ファインマンさん
（上・下）　〔岩波現代文庫〕

アルジャーノンに花束を　

子どものコミュニケーション力を伸ばすためには、まず教師自身が良いモデルに
なることが重要。

その順で、本当に正しい？実は筆順に「唯一の正解」はない。だからといって、
決して不要というわけではない。

大正・昭和の世相を背景に感動的に語られる。巨匠の創造の秘密に迫る貴重な証
言。

20世紀を代表する物理学者が，奇想天外な話題に満ちた自らの人生をユーモア
たっぷりに語る。ノーベル賞受賞をめぐる顛末。

精神薄弱の陽気な青年チャーリーが人工的に知能を高める人体実験の被験者にな
り、やがて彼の知能は超天才の域に達していく。同じ実験を受けた白ネズミのア
ルジャーノンに彼の見たものは・・・。

MO

MA

KU

FE

KE

000060722

000060979

000060928

000060930

000060759

森篤嗣著

松本仁志著

黒澤明著

R.P. ファインマン著　大貫昌子訳

ダニエル・キイス著　小尾芙佐訳
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後藤 晶子 こども教育学科

人とかかわる仕事を目指す人の必読書！

皮肉な見方に思わずニヤリ

まことしやかに語られる話には注意！

学生時代、友人にプレゼントしてました

949.35

937

140.4

159.6

アンネの日記　

新編悪魔の辞典　〔岩波文庫〕

オオカミ少女はいなかった　
心理学の神話をめぐる冒険

海からの贈物　〔新潮文庫〕

酷い状況の中で、15歳になる前の少女が記した豊かな感性と高い知性に触れ、
人は残酷な事態を作り出す存在であることと、人それぞれに個としての尊厳を有
していることを自覚したい。

学生時代、題に惹かれて手に取りました。内容はいささか古くなったかもしれま
せんが、ものごとには違う見方があることを教えてもらいました。

心理学の迷信がいかに広まっているか、あなたが知っているよく聞く話も間違い
かもしれません。自分の目や耳で確かめること、自分で考えることは大切です。

浜辺で出会った貝に生き方をなぞらえて、シンプルに虚飾を捨てて自分と向き合
うことのすがすがしさを感じていたように思います。性役割のところは（　）付
きですが。

FR

BI

SU

LI

000060772

000060937

000060751

000060920

アンネ・フランク著　深町眞理子訳

ビアス著　西川正身編訳

鈴木光太郎著

アン・モロウ・リンドバーグ [ 著 ]　吉田健一訳
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笹井 隆邦 こども教育学科

生態系でいちばん弱い立場の生き物は？

動物たちの不思議な能力

突然、黄色と黒色のシマシマの虫が飛んできたら？

電気を通す硬貨は何円玉？磁石にひっつくのは？

野生のメダカを捕ったことがありますか？

468

481.7

468

404

519.8

生態系のふしぎ　失われた環境はどこまで再生できる?
生態系でいちばん弱い立場の生き物は ?　〔サイエンス・アイ新書〕

ツルはなぜ一本足で眠るのか　
適応の動物誌

生き物の進化ゲーム　
進化生態学最前線　生物の不思議を解く

☆おどろき ! なっとく★わくわくサイエ
ンス　みんなでナゾ解き身近な不思議

☆メダカが消える日　
自然の再生をめざして

絵を見てるだけでもフムフム　気軽に生態系を学べます。

日本固有種のニホンイシガメの集団見合いの場所はどこ？子どもたちとの話のネ
タに。

生物は、生き残るために、自分の子孫を残すために様々な努力（進化）をしてい
ます。

医療検査学科　栗岡先生編著のシリーズもの。日常の？？？に答えてくれます。
子どもたちの何で？に答えるための強い味方になるでしょう。

身近なはずの里山の生き物たちが次々と絶滅危惧種に指定されています。なぜ？
自然の再生を考える一冊。

KO

OB

SA

KU

OZ

000060975

000060808

000060714

000058492

000046371

児玉浩憲著

小原秀雄ほか著　渡辺富士雄画

酒井聡樹，高田壮則，東樹宏和著

栗岡誠司編著

小澤祥司著
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瀬川 和子 こども教育学科

絵本の楽しみ

あの時の音楽は…

人には心がある

あの友がいて、あの音楽を聴き、そして…

019.53

914.6

370.4

914.6

人生に大切なことはすべて絵本から教
わった　

いつも心に音楽が流れていた　

情緒と創造　

海峡の霧

編集者として45年にわたり美しい絵本と関わってきた著者が、絵本を通して
会った世界中の素晴らしい人々とたくさんの美しい書物を紹介している。著者に
とってのかけがえのない宝物から、絵本の魅力が伝わってくる。

多くの芸術に関わる人々や、作品などが紹介されている。音楽家でない著者が
様々な視点から紹介している。読み終わると「この曲を聴いてみたい。」とか

「この本を読んでみたい。」と興味が広がっていく。

｢多くの人は、人には心があることを忘れてしまっているように見えますし、教
育もこんなことを続けているとどうなるのだろう…　｣ という岡潔の言葉。教育
論でもある。

小説家のエッセイ。敬愛する作家たちとの出会いと交流の記憶。創作への原動力
となった芸術、音楽、思想との邂逅。幼少期や旧制高校時代の鮮烈な記憶。これ
らが著者の考え方の源となり、著者自身を形作っている。

SU

YA

OK

TS

000060775

000060863

000060809

000061230

末盛千枝子著

柳田邦男著

岡潔著

辻邦生著



37

多田 琴子 こども教育学科

詩人工藤直子は「のはらみんな」の代理人

子どもの発達心理学の第一人者が選んだ絵本

「わかる」ということはどういうこと？

子どもなりに「ともだち」を哲学する本

対話と共感の幼児教育論の本

911.56

019.53

370.4

726.6

376.1

わっしょいのはらむら　

絵本で子育て　
子どもの育ちを見つめる心理学

「わかり方」の探究　思索と行動の原点

ともだち　

子どもと歩けばおもしろい　
対話と共感の幼児教育論

のはらむらの住人は、こねずみ・カマキリ･沢ガニ・欅・風・石ころ・・・、彼
らは名前をもち思いをもってる。のはらうたシリーズ（Ⅰ～Ⅴ）から抜粋した工
藤直子さんの世界が目の前に広がる本です。

子育てしていて、うれしかったとき、困ったとき、子どもと一緒に開けば、なん
だかホッとして・・・またがんばろうという気持ちにさせてくれる絵本を150冊
紹介している本です。

みんなが思っている「当たり前」なことを「それって本当？」と立ち止まって考
えて見よう。頭が混乱するかもしれないけれど、「探求のプロセス」の楽しみ方
のコツを掴めるかもしれない本です。

谷川さんの紡ぎ出す言葉は、易しい言葉で深い意味を含んでいる。幼児でも「と
もだち」について「そう！そう！」と頷きながら読み進めているうちに、和田誠
の絵から写真になるころには深く考えている本です。

冒頭の「せかいじゅう」という怪獣の話しから、最後の「子どもとの対話関係
が、新しい時代に子どもの育ちを保障する」まで、大きく３章に分けて子どもと
の向き合い方を解説した本です。

KU

AK

SA

TA

KA

000061002

000060712

000060743

000060658

000060844

くどうなおこ詩・絵

秋田喜代美，増田時枝著

佐伯胖著

谷川俊太郎文　和田誠絵

加藤繁美著
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困難や苦悩と向き合ってみよう

子どもって純真？悪はもってない？

134.94

370.4

ニーチェ　どうして同情してはいけない
のか　〔シリーズ・哲学のエッセンス〕

☆子どもと悪　今ここに生きる子ども

他者の不幸を同情する感情には巧妙に仕組まれた正当防衛が含まれているとい
う。ニーチェの人生=作品の解釈を読みながら、自分の中にある同情感に苦笑い
ができる本です。作者は兵庫県姫路市出身です。

いい子を育てようと教育に熱心な社会では、子どもが創造的であり個性的であろ
うとすることが悪とされる。理屈抜きに絶対許されない悪もある。生きることと
悪の関係や子どもと悪を深いところから問い直す本です。

NI

KA

000060738

000038107

神崎繁著

河合隼雄著
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戸川 晃子 こども教育学科

ショパンとはどんな人物なのか？

自由とは？生きるとは？

街場シリーズ最新版

ヨハネスとクララの関係とは？

2人の天才を育てた母の教育とは？

762.349

361.4

304

762.34

762.1

ショパンの手紙

自由からの逃走　〔現代社会科学叢書〕

街場の憂国論　〔犀の教室〕

友情の書簡　クララ・シューマンヨハネ
ス・ブラームス

母と神童　五嶋節物語　〔小学館文庫〕

この本は、ショパンが家族、友人、仲間にあてた手紙や彼宛に送られた手紙を集
めたものです。ショパンの作品に触れるとき、私は、よくこの本を開きます。そ
の作品を作曲された頃のショパンの人生の一部を垣間見ることができます。

ドイツの社会心理学者エーリッヒ・フロムがファシズムの勃興を心理学的に分析
した本です。私は、留学中、ヒトラーの誕生日に行われるデモを間近で見て、戦
争やファシズムについて考える機会がありました。そんな中出会った本です。

内田樹氏がブログなどで書き綴った記事をまとめたものです。内田氏の著書に触
れると、これからの日本への危機感を感じます。考えさせられる本です。

シューマン夫人のクララとシューマンに才能を見いだされ活躍したヨハネス・ブ
ラームス。これは2人の書簡集です。シューマンの死後、クララとそのこどもた
ちを支えてきたヨハネス。彼の素敵な音楽はどこからきているのでしょうか。

ヴァイオリニスト五嶋みどり、龍姉弟を育てた母の記録です。我が子の才能に気
がついた母は、その才能を育てることに人生を捧げます。二人三脚でのアメリカ
での生活。レッスン、練習、並外れた努力等々、刺激を受けた一冊です。

CH

FR

UC

SC

GO

000060784

000060730

000060731

000060702

000060941

[ ショパン著 ]　アーサー・ヘドレイ編　小松雄一郎訳

エーリッヒ・フロム [ 著 ]　日高六郎訳

内田樹著

[ クララ・シューマン，ヨハネス・ブラームス著 ]　ベルトルト・リッツマン編　原田光子編訳

奥田昭則著
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藤本 由佳利 こども教育学科

ピカソを知る

あなたの中にいる天使が見つかる

不思議な絵描きの日常

現代美術の精鋭画家が語る芸術論

日本人の哲学者がジャコメッティのモデルに

723.35

911.56

723.1

723.34

712.345

語るピカソ　

クレーの天使　

へたも絵のうち　〔平凡社ライブラリー〕

ゲルハルト・リヒター写真論／絵画論　

エクリ　

写真家ブラッサイが切り取る巨匠の日常。

クレーの描いたたくさんの天使に谷川俊太郎が詩をつけている詩集。

画家　熊谷守一の仙人のような生き方が垣間見られる。

現代美術の代表的作家ゲルハルト・リヒターが写真と絵画との相関関係から芸術
を語る。

極限の芸術を究めようとした国籍も専門性も違う二人の人間の美しい姿勢が、パ
リの風景とともに映像のようにきらめいています。

BR

KL

KU

RI

GI

000060698

000060725

000060959

000060812

000060807

ブラッサイ [ 著 ]　飯島耕一，大岡信訳

パウル・クレー絵　谷川俊太郎詩

熊谷守一著

ゲルハルト・リヒターほか著　清水穣訳

ジャコメッティ[ 著 ]　矢内原伊作，宇佐見英治，吉田加南子訳
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松尾 寛子 こども教育学科

「聞く」能力を高めよう

いろいろな角度から物事をみよう

保育所保育はどうあるべきか

みんな発達のスピードは違います

自分を変えてみるには

361.45

914.6

369.42

378

159.7

「聞く力」を鍛える　〔講談社現代新書〕

卑怯を映す鏡　管見妄語

「便利な」保育園が奪う本当はもっと大切
なもの　

僕たちは発達しているよ　

媚びない人生　

コミュニケーション能力として「話す」ということはよく言われるが、単に聞い
ているだけではなく、メリハリを付けて聞くということも重要だそうです。

「週刊新潮」の「管見妄語」である。身近な問題から世界の問題まで様々な角度
からのコラムがおもしろい。

保育所が果たす役割は単に子どもを預かるだけではない。子どもが快適に過ごす
ためには保育者は何をしなければならないのかを改めて考えて欲しい。

障がい名が付いていても、付いていなくても、誰一人として同じ発達をしている
人はいない。みんな発達していくという当たり前のことに気づいてもらいたい。

人と関わる仕事をするためには、人が好きでなければならない。でもその前に自
分のことも好きで自分のことも大切にできる必要があると考えます。自分と向き
合うためには、向き合うための時間をつくること、そのきっかけ作りになると思
います。

IT

FU

OS

NA

KI

000060987

000060794

000060679

000060664

000060885

伊藤進著

藤原正彦著

長田安司著

中田大地著

ジョン・キム著
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子どもが必要としていることを知る
376.11

子供の「脳」は肌にある　〔光文社新書〕

子どもと関わる仕事をするためには、人間的に豊かでなければならない。豊かで
なければ人に与えることもできない。子どもの心を理解するために、うわべだけ
ではいけない、そんなことがよく分かります。

YA
000060964

山口創著
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光成 研一郎 こども教育学科

一夫一婦制が当たり前？

河合先生の少年期の自然体験を著した短編集

まずいハズのイギリスは美味である？

こどもの単なる冒険物語と侮るなかれ！

反省的実践家は行為しながら考える

165

913.6

596.23

933.6

361.84

キリスト教とイスラム教　
どう違うか50の Q&A　〔新潮選書〕

少年動物誌　〔福音館文庫〕

イギリスはおいしい　〔文春文庫〕

ハックルベリ・フィンの冒険　〔角川文庫〕

専門家の知恵　
反省的実践家は行為しながら考える

世界の人々の価値観の形成には宗教が大きく関わっています。キリスト教とイス
ラム教について少し知っておくことで、海外でのトラブル回避につながるかもし
れません。

さまざまな動物たちの息づかいが人間の生活のすぐ傍らに感じられた丹波篠山。
その豊かな自然の中でくりひろげられた少年と動物たちとの交流を、生き生きと
描き出した珠玉の短編集。

大学時代に読んで、1ヶ月間スコットランド、ウェールズ、イングランドを周遊
した。読みやすいので、イギリスに興味のある方、かっこつけて現地のパブで一
人、スコッチを飲みたいと思っている学生は読んでみては。

卒業論文のテーマにした作品。こどもの道徳的成長について示唆を与えてくれる
本。教育学部の学生は目を通しておいたら。

高度化した社会では、専門家の実践の越境性と複合性が強められ、知識と技術と
見識の総体にわたるパラダイムシフトが求められている。専門職を目指す学生に
は読んでほしい一冊。

HI

KA

HA

TW

SC

000060666

000060998

000060895

000060927

000060857

ひろさちや著

河合雅雄作　平山英三画

林望著

マーク・トウェイン [ 著 ]　大久保博訳

ドナルド・ショーン [ 著 ]　佐藤学，秋田喜代美訳
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柳原 利佳子 こども教育学科

科学的に性差を考えることができます。

いのちはいのちに支えられている。

女性の健康検定公式テキストでもあります。

143.1

498.5

498.7

認知や行動に性差はあるのか　
科学的研究を批判的に読み解く

いのちをいただく　

年代別女性の健康と働き方マニュアル　女性も男性も暮らしも
職場も happy! に ワーク・ライフ・バランスとヘルスケア

数学能力，空間能力，言語能力，ホルモン，セクシュアリティ，女性の依存症，
男性の攻撃性、などメディアや教育を通じて喧伝される性差に関する研究の方法
論や結果の解釈にさかのぼって批判的に考察しています。

食肉加工センターに勤務する坂本義喜氏の体験談を基にした絵本です。小学校の
授業参観をきっかけに，坂本氏と息子のしのぶ君が食肉加工センターの仕事につ
いて語り合います。また紙芝居も別売りであります。

仕事も生活も大切にするワーク・ライフ・バランスと女性の健康情報を年代別に
示されている本です。女性の健康検定公式テキストですが，検定のための勉強だ
けではなく，女性のことが学べる本です。

CA

UC

JO

000060670

000060800

000060655

ポーラ・J・カプラン，ジェレミー・B・カプラン著　森永康子訳

内田美智子文　諸江和美絵

女性の健康とメノポーズ協会編著
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脇本 聡美 こども教育学科

アメリカンドリームの光と影

人間の真の偉大さとは何か

「ライ麦畑でつかまえて」の作者の短篇集

戦争中お父さんが買った地図がくれたもの

933.7

933.7

933.7

726.6

グレート・ギャツビー　
〔村上春樹翻訳ライブラリー〕

老人と海　〔新潮文庫〕

ナイン・ストーリーズ　〔新潮文庫〕

How I learned geography　

アメリカ文学を代表する作品の一つ。1920年代の上流社会と、それに憧れアメ
リカンドリームを追い求めたギャツビーの夢と夢の喪失を描いた小説。

ノーベル文学賞受賞作品。「失われた時代」の代表作家であるヘミングウェイが
虚無的な人生観を超え、年老いた漁師サンチャゴの姿を通して人間の尊さ、偉大
さとは何かを描く。

サリンジャー作品で、現実の醜さと対比される子どものような純真さと繊細さを
持つグラス家の人々を描いた短篇作品集。

空腹で苦しむ家族のために市場に出かけたお父さんは、世界地図を買ってくる。
お腹を空かせたぼくは、お父さんを許せないと思ったが・・・。

FI

HE

SA

SH

000060980

000060919

000060914

100022782

スコット・フィッツジェラルド [ 著 ]　村上春樹訳

ヘミングウェイ [ 著 ]　福田恆存訳

サリンジャー [ 著 ]　野崎孝訳

Uri Shulevitz
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足立 了平 口腔保健学科

震災が問いかけるコミュニティの医療

医療現場の常識を変えた11のエピソード

生とは何か、死とは何か。宮沢賢治の死生観

いまこそ不戦の誓い、憲法九条を守れ！

497

498.04

913.8

323.142

3.11の記録　震災が問いかけるコミュニティの医療　
〔食べる - 生きる力を支える : 歯科医師会からの提言〕

医師は最善を尽くしているか　医療現場
の常識を変えた11のエピソード

よだかの星　〔新版宮沢賢治童話全集〕

憲法九条、未来をひらく　〔岩波ブックレット〕

震災を機に、この国は変わらなければならない。鷲田清一との対談にはじまり、
秋山弘子らとの座談に広がる熱い思い。東日本大震災で、できたこと・できな
かったこと、そして何故できなかったのか、神戸常盤大学短期大学部から発信す
るレポートも収載。

医師の能力は優れた技術よりも積極性や勤勉さ、創意工夫によるところが大き
い。手洗いの徹底で院内感染はゼロにできるか？なぜイラク戦争では負傷兵の死
亡率が激減したのか？新生児の死亡率を30分の1から500分の1まで下げたある
工夫とは？

「生きるとはなにか、死とは何か」人それぞれの考え方がある。医療や教育を志
す者にとって避けて通れない死生学を学ぶうえでの道標ともいえる書。単なる童
話ではない。本当は、「英語で読む宮沢賢治よだかの星 (Kindle版）」￥195がお
すすめ。

改憲の動きがますます激しくなるなか、2005年7月に東京・有明コロシアムで行
われた「九条の会」講演会の熱気をそのまま伝える講演録。不戦の誓い、憲法九
条を守れ！井上ひさし、梅原猛、大江健三郎、小田実、鶴見俊輔、三木睦子らに
よるアピール。

OK

GA

MI

IN

000060777

000060771

000060693

000061053

大久保満男，大島伸一編

アトゥール・ガワンデ [ 著 ]　原井宏明訳

宮沢賢治著

井上ひさし [ ほか著 ]
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泉野 裕美 口腔保健学科

生きることは命をたべること

心温まる家族の物語

世界は広い、そしてみんな違うんだ！

お金と仲良くなる方法

ご存知、赤ひげ先生

648.2

913.6

302

591

913.6

いのちの食べかた　〔よりみちパン ! セ〕

幸福な食卓　

世界を見る目が変わる50の事実　
みんなで考えよう

20代から知っておきたいお金のルール　

赤ひげ診療譚　〔新潮文庫〕

食卓に並ぶ牛肉や豚肉。食卓に並ぶまでにどんな過程を経ているのか。「生きる
ことは、命をたべること」。つい目を背けたくなる現実に対して知ることの大切
さを教えてくれる。

家族崩壊という重たい状況にもかかわらず、暖かい家族愛が感じられる物語であ
る。どんなに辛いことがあっても、また頑張っていこうという気持にさせられる
作品。

現在、世界が抱える問題をわかりやすく解説している。自分の生活や周りの環境
を見直すきっかけになる一冊。世界は広いと実感させられる。

給与や税金、貯蓄の方法などが優しく解説されています。社会人になる前にご一
読ください。

社会的弱者の救済を願い施療一筋に生きる赤ひげ先生と、若き医師との魂の触れ
合いを描いている。さまざまな患者と接しながら医師としてどうあるべきか、医
療とは何かを見出していく。医療従事者を目指す人に是非読んで欲しい一冊。

MO

SE

WI

YO

YA

000060736

000060781

000060707

000060713

000060913

森達也著

瀬尾まいこ著

ジェシカ・ウィリアムズ著　酒井泰介訳　朝倉めぐみ絵

横山光昭著

山本周五郎著
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上原 弘美 口腔保健学科

人は心の持ちようで人生を変えられる

日本人のための非言語コミュニケーション入門

記憶力、発想力、集中力はすべて脳がつかさどる

考えるための教科書

159

361.45

491.371

104

しょせん、すべては小さなこと　
〔小さいことにくよくよするな !〕

人は見た目が9割　〔新潮新書〕

面白いほどよくわかる脳のしくみ　記憶力、発想力、
集中力はすべて脳がつかさどる　〔学校で教えない教科書〕

14歳からの哲学　考えるための教科書

この本にある当たり前のような100の戦略を実行すれば、自分らしく自分の人生
を生きることができる。そんなヒントの詰まった書。

人と人がコミュニケーションをとるとき、言葉の占める割合はごく一部であり、
実は「見た目」が重要。顔つき、目つき、仕草、声質、色、距離感、等々言葉以
外の膨大な情報の持つ意味を考えさせてくれる書。

脳の働きを知って、脳の老化を防ぎ脳を活性化するためのヒントにあふれる書。

自分とは何か、心はどこにあるか、恋愛と性、人生の意味など、わかっているよ
うでよくわからないことをもう一度考えることができる書。表題にある14歳の
若者だけでなく、いかなる年齢であっても読むと真理が見えてくる書です。

CA

TA

OM

IK

000060871

000060966

000060841

000060720

リチャード・カールソン著　小沢瑞穂訳

竹内一郎著

高島明彦監修

池田晶子著
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澤田 美佐緒 口腔保健学科

タリバンに撃たれた少女の自伝

少女エリンの運命から目が離せない！

芙美先生は，鉄三の心を開けるか

人工的に知能を高められたチャーリー…

動物と話ができるドリトル先生シリーズ

289.2

913.6

913.6

933.7

933.7

わたしはマララ　教育のために立ち上が
り、タリバンに撃たれた少女

獣の奏者　〔講談社青い鳥文庫〕（4冊）

兎の眼　

アルジャーノンに花束を　

ドリトル先生アフリカゆき　
〔ドリトル先生物語全集〕

教育のために立ち上がり，イスラム武装勢力タリバンの暗殺の標的となった少
女，マララ．「１人の子ども，一人の教師，一冊の本，一本のペンが世界を変え
る．教育こそ唯一の解決策です．まず，教育を」．

「この世に生きるものが，なぜ，このように在るのかを知りたいのです．」けっし
て人に慣れない．また慣らしてはいけない獣とともに生きる運命をせおった少女
の物語．

医者の一人娘だった小谷芙美先生が赴任した小学校で出合った児童“ハエ博士”
臼井鉄三を取り巻く物語．教師（人間）の在り方を考える一冊．

精神薄弱のチャーリーは，脳外科手術により超天才の域に達していく．しかし，
新しい世界には，それまでの生活にはなかったさまざまな問題が待ち受けてい
た．

主人公は，イギリスの沼のほとりの町パドルビーに住むドリトル先生．初めは人
間の医者でしたが，動物好きが高じて獣医に転身．飼っていたオウムのポリネシ
アとの話をきっかけに動物語が話せるようになり…．（シリーズ12作）

YO

UE

HA

KE

LO

000060748

000061110

000060755

000060759

000061056

マララ・ユスフザイ，クリスティーナ・ラム著　金原瑞人，西田佳子訳

上橋菜穂子作　武本糸会絵

灰谷健次郎著

ダニエル・キイス著　小尾芙佐訳

ヒュー・ロフティング作　井伏鱒二訳
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高藤 真理 口腔保健学科

マネジメントってそういうことね！

夢の国ディズニーの魔法のかけ方が分かる！

誰でも分かる会計のしくみ

歯科医療従事者の専門知識と技術にプラスの知識を！

口腔ケアの重要性を再確認しよう！

913.6

689.5

336.9

498

497.9

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

ディズニー 7つの法則　奇跡の成功を生
み出した「感動」の企業理念

会計学入門　会計・監査の基礎を学ぶ

スタンダード社会歯科学　

☆一歩進んだ口腔ケア

組織運営や人的資源管理について、明日から試そうと思えるヒントが盛りだくさ
んである。

発想の転換や柔らか頭、対人援助のヒントは身の回りにたくさんあることが確認
できる。

会計・監査の基礎を学ぶ本である。会計の専門家ではないので必要のない分野で
はなく、一般教養として知っておくべき内容である。

医療や歯科医療の社会的位置づけを知り、その役割を確認できる。

「口腔ケアとは」という基礎概念から、病期・病態別、災害時における口腔ケア
の重要性が分かる。

IW

CO

CH

IS

IP

000060879

000060868

000060817

000061125

000056180

岩崎夏海著

トム・コネラン著　仁平和夫訳

千代田邦夫著

石井拓男 [ ほか ] 編集

足立了平編集
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中田 直美 口腔保健学科

「所得の格差」が「いのちの格差」まで生む

人間関係の原点がわかる

日本人千年の教科書

一日一話、365日の童話

ケアを知り、人を知る

498

379.9

375.9

908.3

146

「健康格差社会」を生き抜く　〔朝日新書〕

アメリカインディアンの教え　〔扶桑社文庫〕

子どもと声に出して読みたい実語教　
日本人千年の教科書

母と子のおやすみまえの小さなお話365
　〔ナツメ社こどもブックス〕

☆ケアの本質　生きることの意味

健康を考える上で、社会環境を知ることは必須だと教えてもらえる一冊。　世界
的な疫学研究のデータも盛り込まれており、現代社会の矛盾について理解する事
の参考になる。

人間関係の原点である親子の関係を通して、人がどのように成長していくか、ま
たその過程において何が必要かが分かる1冊。

平安時代から日本に伝わる様々な教えを分かりやすく解説している本。人として
の道、生きていくうえでの様々な知恵を教えてもらうことができる書。

本来は母親から子どもへ読み聞かせる本だが、昔聞いた物語が短く分かりやすく
書かれており、タイムスリップしたように童心に帰れる一冊。

医療や教育など、様々な場面で行われる「ケア」についての理解を深め、その結
果人間理解につながるヒントが得られる。

KO

KA

SA

CH

MA

000060995

000060946

000060786

000060661

000040730

近藤克則著

加藤諦三著

齋藤孝著

千葉幹夫編著

ミルトン・メイヤロフ著　田村真，向野宣之訳
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中道 敦子 口腔保健学科

香りでストレス社会をたおやかに生き抜こう！

香りでストレス社会をたおやかに生き抜こう！

香りでストレス社会をたおやかに生き抜こう！

香りでストレス社会をたおやかに生き抜こう！

香りでストレス社会をたおやかに生き抜こう！

792

792

792

792

792

お香が好き。　
にほんの香りを楽しむための便利帖

香道入門　〔淡交ムック〕

香をたのしむ　ハートフルフレグランス
のすすめ　〔日本人の癒し〕

図解香道の作法と組香　

香道具　〔NHK 美の壺〕

人の最後の時まで残るといわれる臭覚は、原始的であるゆえに心の安らぎをもた
らしてくれます。折れない心を作り、創造的な毎日を過ごすために日本の文化で
ある香道を学び実践してみようではありませんか。

人の最後の時まで残るといわれる臭覚は、原始的であるゆえに心の安らぎをもた
らしてくれます。折れない心を作り、創造的な毎日を過ごすために日本の文化で
ある香道を学び実践してみようではありませんか。

香道で使われる道具は種類や数の点で実物を目にする機会が少ないと言われてい
ます。写真と初心者向けにわかりやすく説明されています。

日本での伝統文化である香道の作法を図解する専門書です。

毎日が楽しくなる「お香」活用ガイドです。香りを生活に取り入れる発想を教え
てくれます。

YO

KO

IC

KO

NH

000060715

000061052

000060859

000060709

000060717

吉田揚子絵と文　加藤アラタ写真

　　　　　　

一条真也著

香道文化研究会編

NHK「美の壺」制作班編
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野村 慶雄 口腔保健学科

破天荒な養生の実技が分かる

養老流の逆さメガネを披露

新しい時代のメンタルヘルス

犬であることはどういうことか？

データで語る進化の新事実クジラは昔、カバだった

498.3

370.4

146.8

489.56

467.5

養生の実技　つよいカラダでなく　
〔角川 one テーマ21〕

養老孟司の「逆さメガネ」　〔PHP 新書〕

フロー行動療法本舗　
幸福のためのエクササイズ

犬から見た世界　
その目で耳で鼻で感じていること

ありえない !? 生物進化論　データで語る進化の新
事実 クジラは昔、カバだった !　〔サイエンス・アイ新書〕

病院に行かず徹底的に研究し実践しつくした、常識破りの最強カラダ活用法が分
かる書。

様々な世の中の歪みを、常識にしばられず、本質を見抜ける書。

精神科医がかたる幸福のための行動指針。自然とともに生きることが、生きる力
をよみがえらせることができる方法である。ストレスの多い現代を乗り越えるヒ
ントを与えてくれます。

自分は猫派あるいは犬派という人がいる。犬をペットとして見るのではなく、そ
の内側に入り込むことで、思いがけない豊かな犬の感覚の世界が分かり、犬との
付き合い方が変わってくる。

生物の進化には様々なことが起きている。それを知るにはタイムトラベルが必要
だが不可能である。これまでのデータを系統学的、遺伝学、形態学などから過去
を復元する視点を変えた興味ある書籍である。

IT

YO

MI

HO

KI

000060982

000060994

000060825

000060862

000060974

五木寛之 [ 著 ]

養老孟司著

南さとる著

アレクサンドラ・ホロウィッツ著　竹内和世訳

北村雄一著
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畑山 千賀子 口腔保健学科

もういちど読む日本近代史

“ リング ” の恐怖に連なる、カルトホラー

あらゆるケースに対応できる手紙・はがきの書き方。

人間の真実を問う壮大なドラマ

医学界に渦巻く欲望と打算を徹底的に追及。

210.6

913.6

816.6

913.6

913.6

もういちど読む山川日本近代史　

らせん　

気持ちが伝わる手紙・はがきの書き方全集　
あらゆるケースに対応 !　〔PHP ビジュアル実用 books〕

沈まぬ太陽　〔山崎豊子全集〕（21-23）

白い巨塔　〔山崎豊子全集〕（6-8）

幕末の黒船来航前後から第二次世界大戦の敗戦にいたる100年近くの日本の歩み
について、できるだけ国際社会のなかの日本という視野に立ちつつ概観し、近代
日本の歴史的特色と問題点を探ろうとしたもの。

ホラー小説『リング』の後日談を、ホラーではなく科学サスペンスの視点から描
いた異色の続編。前作の「説明のつかない」オカルト要素に対し、本作は医学的
要素をふんだんに盛り込み、医学サスペンスとしてリアリティのある説明付。

気持ちが伝わる手紙・はがきの書き方について、①手紙の基本、②用途別手紙の
文例集、③はがきの書き方、④一筆箋とカードの書き方について構成され、手紙
の良さを紹介している。

日本のナショナル・フラッグ・キャリアである国民航空の社員で同社の労働組合
委員長を務めた恩地元と彼を取り巻く人々の描写を通して、人の生命にかかわる
航空会社の社会倫理を表現した作品。

浪速大学に勤務する財前五郎と里見脩二という対照的な人物を通し、医局制度な
どの医学界の腐敗を鋭く追及した社会派小説。

TO

SU

NA

YA

YA

000060705

000060778

000060659

000061030

000061015

鳥海靖著

鈴木光司著

中川越著

山崎豊子著

山崎豊子著
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福田 昌代 口腔保健学科

病気のミステリーを解き明かそう

じわりと蝕む毒は、心の中に、、、

ぜひ一度読んで見て

クラッシック入門最高に贅沢な一枚

あっという間に読めて感動する本

492

913.6

913.6

760.8

159

トリセツ・ヤマイ　ヤマイ世界を俯瞰する

名もなき毒　〔文春文庫〕

長い長い殺人　〔光文社文庫〕

至高の音楽　クラシック永遠の名曲

心に響く小さな5つの物語　

世界一わかりやすい病気の取扱説明書＜トリセツ＞。ヒトの身体の取扱説明書
『トリセツ・カラダ』の第2弾。かわいいイラストとともに、楽しく病気につい
て学べるので、医療従事者の導入本としてお勧めです。

この作品は殺人事件とかでありませんが、タイトルにあるように世間や社会は毒
だらけ。 普通の日常を送る人々が毒に飲まれてしまって起きるミステリー。 登
場人物の描写が上手です。テレビドラマ化されました。

全ての真実はサイフが知っている。事件にかかわっている様々な人達のサイフ視
点で物語りが描かれていくのが面白いお話です。ミステリーを始めて読む人にお
勧めです。

百田尚樹が、『永遠の0』『海賊とよばれた男』執筆中に聴いていた曲など計26曲
を紹介している。クラシック初心者にとっては最高の入門書、クラシックエッセ
イ集です。付録CDを聴けば癒されます。

各回のエピソードが、素晴らしい一生を送るためのヒントになるような話ばかり
です。「縁」ってとても大事です。感動をする本であり、片岡鶴太郎氏の挿絵も
素晴らしいです。子どもから大人まで誰にでも読める本です。

KA

MI

MI

HY

FU

000060813

000060898

000060944

000060856

000061107

海堂尊著　ヨシタケシンスケ絵

宮部みゆき著

宮部みゆき著

百田尚樹著

藤尾秀昭文　片岡鶴太郎画
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溝部 潤子 口腔保健学科

おとなに捧げる絵本

失われた運動能力のリカバリーは、脳をだますこと！

人類が、5大陸で異なる発展を遂げた謎とは？

953.7

491.371

204

絵本星の王子さま　

脳のなかの幽霊　

銃・病原菌・鉄（上・下）　
一万三〇〇〇年にわたる人類史の謎

翻訳は、池澤夏樹さんです。読むときの自分の置かれている環境によって、感じ
方が違ったりします。何度読み返しても、心に響く1冊です。

失われた運動能力を、回復させるために鏡を使って脳をだます。想像がつきます
か？ 人間の未知なる能力を知る興味をそそる書です。

同じような環境で、人類が生まれ発展してきたとしたら、なぜ今の人類の発展が
あるのだろう。文明・産業・病気の様々な観点から解き明かした本です。

SA

RA

DI

000060662

000060851

000060864

サンテグジュペリ著　池澤夏樹訳

V.S.ラマチャンドラン，サンドラ・ブレイクスリー著　山下篤子訳

ジャレド・ダイアモンド著　倉骨彰訳
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御代出 三津子 口腔保健学科

一人の女性のたくましい生き方

脳卒中で倒れた人の再生と気づきの物語

生きることがらくになる本

933.7

491.371

198.24

赤毛のアン（7冊）　〔シリーズ・赤毛のアン〕

奇跡の脳　

置かれた場所で咲きなさい　

小さい頃からいろいろのことに興味を持ちながら、明るく、たくましく、生きて
いく姿がいいです。特に女子にはぜひとも全巻、読んでほしい。

脳の働きのすばらしさと人が努力すると可能性がどんどん広がることが実感でき
る本です。

自分の人生に不平、不満ばかり言っている人、いつもそう思っている人にぜひと
も読んでほしい一冊です。生き方が変わり、人生が変わります。

MO

TA

WA

000061003

000060852

000060985

モンゴメリ原作　村岡花子訳

ジル・ボルト・テイラー [ 著 ]　竹内薫訳

渡辺和子著
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小坂 素子 （通信制課程）看護学科

自分自身を大切にしていますか。

プロフェッショナルとは、自然体でできること？

俳句に使う季語を知っておくと、あなたも知識人

人生の終末期を考えたことがありますか。

134.94

598.2

911.307

913.6

超訳ニーチェの言葉　Die weltliche 
Weisheit von Nietzsche

大丈夫やで　ばあちゃん助産師 （せんせ
い） のお産と育児のはなし

新歳時記　

アミターバ　無量光明　〔新潮文庫〕

難しいとお考えの方、今生きている人の為の哲学です。「己」から「美」迄10項
目にまとめています。例えば「己」では“初めの一歩は自分への尊敬から”で自
分を尊敬しようと、分りやすく説明しています。

坂本先生は自然体で相手を和ませて下さり笑顔の素晴らしい先生です。お産は
自然で、大昔からみんながやってきたことやからと、妊産褥婦さんは安心でき
る助産師の大先輩です。先生の気持が伝わり、読みやすく、イメージの出来る本
です。

俳句の季題について1月から12月まで記載されています。1月の季題には「初凪」
があり、其の説明は、元日の風穏やかに海の凪ぎわたる事を言うとあります。俳
句とは縁遠いかも知れませんが、一度ご覧下さい。えーと思え、知識が深まりま
す。

僧慈雲の義母の最後の三ヶ月、死の瞬間とその後を描いています。今は、長寿社
会となり家族構造や人の考えも変化しています。緩和ケア、グリーフケアやスピ
リチュアルケアが求められています。今を大切に生きる必要があるのではと考え
ます。

NI

SA

TA

GE

000060853

000060874

000061073

000060904

フリードリヒ・ヴィルヘルム・ニーチェ [ 著 ]　白取春彦編訳

坂本フジヱ著

虚子編

玄侑宗久著
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高宮 洋子 （通信制課程）看護学科

「看護学生のあなたと二人連れ」です。

わかるってどういうこと？

「健全な生態系の持続」を東北大震災の復興と共に！

492.901

378

468

感情労働としての看護　

ヘレン・ケラーはどう教育されたか　
サリバン先生の記録

生態系を蘇らせる　〔NHK ブックス〕

看護学生は患者とのかかわりの中で様々な感情体験をしている。学生の感じてい
ることは実は患者の感じていることであったのに学生は自分の問題だと思って悩
むことがある。そんなあなたに是非おすすめです。

ヘレンケラーに最初にことばを教えたサリバン先生の記録である。教えるという
ことは、相手をわかるということ、相手のわからなさがわかるということだと教
えられる１冊である。

今なぜ、生態系か、という問いかけにはじまり、効率性や便利さを追いかけるあ
まり、自然界の多様性を守りきれない危険を示しながら、生態系を蘇らせる「協
働」の在り方、生態系が切り開く未来が展望されている。

SM

SU

WA

000060883

000060824

000060843

パム・スミス [ 著 ]　武井麻子 [ ほか ] 訳

サリバン著　槇恭子訳

鷲谷いづみ著
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西出 順子 （通信制課程）看護学科

心って説明できるものなのか？

自己が修復するってどういう意味？

自己が治癒するってどういう意味？

乳幼児のこころの扉を開けてみよう

146.13

146.1

146.1

146.1

〔フロイト全集〕（1・3・5・6・9・11・
12・13・14・15・16・19・20・21）

自己の修復　

自己の治癒　

対象関係論を学ぶ　
クライン派精神分析入門

フロイト、心を読み解きする基盤を作った人。100年以上前に書かれた本である
が、その内容はあまりにも偉大で、まだまだ現代でも十分に通用する。「どうし
てこういうことが生じるの？」というようなことの謎を解く、興味・関心の尽き
ぬ書。

精神分析の理論。「自己」と言う視点で、「自己」が他者との関わりを通して修復
していく過程を、コフート独自の視点で解説した書。コフートの三部作の「自己
の分析」「自己の修復」「自己の治癒」。

精神分析の理論。コフートの三部作の一番最後に書かれた本。自己が、他者関係
を通して治癒する過程を、やや難しく説明してくれています。

精神分析の理論。クライン独自の理論。人が「いい自分」「わるい自分」、「いい
他人」「わるい他人」等の心理を生む過程等に関連する内容です。

FR

KO

KO

MA

000061033

000060697

000060692

000060694

[ フロイト著 ]　兼本浩祐 [ ほか ] 訳

ハインツ・コフート [ 著 ]　本城美恵，山内正美共訳

ハインツ・コフート [ 著 ]　幸順子 [ ほか ] 共訳

松木邦裕著
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柳生 敏子 （通信制課程）看護学科

専門医が脳の老化と向き合う高齢者の全人的医療

医学を変えた70の発見

老いの心に寄り添う技術

「抑制」をしないそこから「看護」がはじまる

看護技術としてのタッチング

493.758

490.2

143.7

492.9

492.9

老年精神医学講座　

☆ Medicine　医学を変えた70の発見

☆老年臨床心理学　
老いの心に寄りそう技術

☆縛らない看護

☆触れるケア　見て、試して、覚える　
看護技術としてのタッチング

脳疾患の生物的理解と脳の老化に伴う脳機能・精神機能の変化、高齢者のライフ
スタイルの変化、高齢者の位置する社会の変化などの総合的な観点から考えてい
る書。

古代エジプトの外科パピルスからルネサンス時代の解剖図譜。現代の最新機器の
画像まで医学史の歴史が見える書。驚きと新発見楽しんでください。

老いの心と向き合う前に、高齢者を情熱や優しさだけでは足りない、心理学・医
学の知見、アセスメントツールなどにより高齢者を理解するための確かな「技
術」を育てる書。

抑制は誰がするのか、「安全」と称して実施している看護師自身である。頭では
解っていても難しい現状もある。そんな意識を変え抑制をしない方法を教えてく
れる書。

非言語的コミュニケーション中での、触れるタッチングは心の鍵を解きほぐして
くれるもの。人とのさりげない温かさを伝え学べる書。

NI

BY

KU

SH

HO

000060814

000059073

000050006

000043433

000056256

日本老年精神医学会編

William & Helen Bynum [ 編 ]　鈴木晃仁，鈴木実佳訳

黒川由紀子，斎藤正彦，松田修著

吉岡充，田中とも江編著

堀内園子著
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岩越 美恵 教育イノベーション機構

日本人とキルギス人は同じ祖先？

コツコツ勝つこつ。少しの時間で学べる本。

生きにくさを感じている人の必読書

発達障害の人のよい職場とは？

当事者の側から、良いケアとしくみを考える。

913.6

493.763

493.76

493.76

369

黄金の夢の歌　

マンガでわかるはじめての統合失調症　

発達障害に気づかない大人たち（正編）　
〔祥伝社新書〕

発達障害に気づかない大人たち（職場編）
〔祥伝社新書〕

☆ケアの社会学　当事者主権の福祉社会へ

キルギスを中心に、シルクロードの壮大な自然や様々な民族の歴史と現在の暮ら
しがわかる。

Dr.の実際のエピソードを基に、病気についてのみならず、当事者の方たちの生
活全般について紹介されています。

どのような人がどのようなタイプの発達障害の可能性があるか。周りに気になる
人、困った人がいる人にも、その人へのサポートの仕方がわかる本。

前編に続き、特に職場での個性の発揮の仕方や支援の仕方が具体的に書かれてい
ます。

当事者主権と共助の思想の実践を基に、よいケアとはどうあるべきかについて書
かれている。

TS

SA

HO

HO

UE

000061067

000060718

000060962

000060963

000057739

津島佑子著

佐俣由美文・マンガ

星野仁彦 [ 著 ]

星野仁彦 [ 著 ]

上野千鶴子著
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栗岡 誠司 教育イノベーション機構

自分はこんな生き方ができるのかと自問自答。

医療人必読の本，この著者の他の書籍も

医療現場でのコミュニケーション学

これで，レポートは合格点

914.6

490.4

492.3

816.5

この子を殘して　

心のくすり箱　〔岩波現代文庫〕

薬剤師と薬学生のためのコミュニケーション実践ガイ
ド　患者カウンセリング・服薬指導のスキルを磨く

☆大学生のためのレポート・論文術
　〔講談社現代新書〕

自分の子供を残して死んでゆく悔しさと，一日でも一時間でも長く生きてこの子
の孤児となる時をさきに延ばさねばならぬという強い思い。強靱な意志を感じる
随筆である。

現役医師が，治療とは何か，医療とは何か，人間とは何かを考え問いかけるエッ
セイ集。

薬剤師や薬学生向けに書かれたものの訳本であるが，医療人に役に立つコミュニ
ケーションガイドである。この姉妹編に「コミュニケーション能力の開発と実
践」がある。

論文の書式・文献の集め方・卒論の書き方がうまくまとまっており，大学生必
携！かゆいとこに手が届く本。

NA

TO

BE

OG

000060760

000060929

000060708

000059803

永井隆著

徳永進著

Bruce A.Berger [ 著 ]　竹内由和訳

小笠原喜康著
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近藤 みづき 教育イノベーション機構

日本人は何を成し遂げたのか

日本人は何を失い、何を守ったのか

学びの扉を開く合言葉「先生教えて下さい」

学びからの逃走・労働からの逃走

子ども達がオレ様化しはじめた

210.6

210.6

370.4

367.6

370.4

日本の近代（上）　〔新潮新書〕

日本の近代（下）　〔新潮新書〕

街場の教育論　

下流志向　学ばない子どもたち働かない
若者たち　〔講談社文庫〕

オレ様化する子どもたち　〔中公新書ラクレ〕

有色人種国家で唯一、欧米諸国の植民地支配を歴史上受けなかった日本。幕末期
にはアジアの一小国に過ぎなかった日本国を明治･大正時代を通じて世界標準の
国家に成長させた先人たちの苦闘の道程を様々な角度から活写した一冊。

五大国の一角として欧米列強と肩を並べながら、迷走の末、大東亜戦争敗戦に向
かって突き進んだ日本。その時代に質の高い教育制度や効率的な生産方法、資源
配分方法がいかに模索され、戦後復興の礎となったのかを分析した一冊。

「教育は惰性の強い制度です」著者の講義録をもとに、新たな視点から切り込ん
だ魂の教育論。実際に教壇に立っている先生たちができるだけ元気で、いろいろ
創意工夫する意欲が涌いてくる一冊。

学習と労働について、これまでと違う考え方をする新しいタイプの日本人、新し
い世代集団が生まれつつある。このまま若い人が学びから逃走し、労働から逃走
した場合どうしたら良いか。この危機をどう対処すべきかを説いた一冊。

1980年代半ば、教師としての方向性を見失いかけた経験をもつ筆者の鋭い洞察
の下、新しいタイプの子ども達の行動を等価交換の概念で読み解こうとした一
冊。

FU

FU

UC

UC

SU

000060967

000060968

000060886

000060933

000060978

福田和也著

福田和也著

内田樹著

内田樹 [ 著 ]

諏訪哲二著
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高松 邦彦 教育イノベーション機構

第2次世界大戦後の商社等のことがわかる本

中国残留孤児の複雑な心境を知る本

恋愛小説なのに、推理小説のように驚く本

「えっ！」その人犯人？と驚いた小説

結末が想像できない程面白い本

913.6

913.6

913.6

933.7

913.6

不毛地帯　〔山崎豊子全集〕（12-15）

大地の子　〔山崎豊子全集〕（19-20）

イニシエーション・ラブ　〔文春文庫〕

オリエント急行の殺人　〔創元推理文庫〕

私にふさわしいホテル　

シベリア抑留から始まり、商社へと話は移ってゆく。戦後の商社がどのような仕
事をしていたのかわかる本。山崎豊子作品。ドラマ化しました。

中国残留孤児の主人公について書かれた本。是非、感性豊かな若いうちに読んで
ほしい。ドラマ化されています。

最後の最後まで、気を抜かずに読んでください。「ええ！！」と驚くことが待っ
ています。

初めて読んだときに、「えっ！」その人が犯人！と思った。この本を読むと、今
後は、「もしかすると、、」と考えるようになります。

短編小説だと思って読み始めると、実は全体が一つにつながっていることが分
かってきます。意外な結末が面白い。

YA

YA

IN

CH

YU

000061021

000061028

000061114

000061115

000061109

山崎豊子著

山崎豊子著

乾くるみ著

アガサ・クリスティ著　長沼弘毅訳

柚木麻子著
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土戸 敏彦 教育イノベーション機構

生命倫理学・環境倫理学はもう終わったのか

あらためて日本人としての自分を見つめ直す

哲学に教科書なんてない！

病んだ現代文明に流されて行ってよいのか！

490.15

361.41

104

114

異議あり ! 生命・環境倫理学　

日本人の価値観　「生命本位」の再発見

哲学の教科書　〔講談社学術文庫〕

無痛文明論　

学説だけを弄んできた古典的倫理学の批判から、現実の諸問題を考える生命倫理
学・環境倫理学が急速に発展したが、それら自身も問題を抱えている。生命や環
境を取り上げる倫理学が今やいかなる状況にあるのか、歯に衣着せず追究する。

日本人の価値観は、欧米人と違って、人間と動物の間に線を引かず、生命あるも
のと物との間に境界線を引く。この生命本位の価値観は、他のアジア諸国とも異
なり、日本独特のものらしい。あらためて私たち日本人の価値観について考えさ
せられる。

「哲学に教科書なんて存在しない」ということを、これでもかこれでもかとしつ
こく説いているのが本書。哲学の入門書として今や古典に属するかも。本書は講
談社現代文庫にも入っている。

現代文明はひたすら快を求め、苦を避ける方向へと進む。私たちはいつしかその
流れの中に飲み込まれ、快と引き替えに「生きる意味」を見失っている。私たち
はそんな生き方しかできないのか、それとも進むべき道はあるのか。

OK

TA

NA

MO

000060849

000060773

000060943

000060699

岡本裕一朗著

立花均著

中島義道 [ 著 ]

森岡正博著
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中田 康夫 教育イノベーション機構

相手から信頼され、選ばれるための原則！

今の学校教育に欠けている、「考える」ための教科書！

論理的思考力の強化にうってつけ！

日本語を鍛えるための教科書！

一流の仕事人はどんな心構えで仕事をしているのか？

159

104

150

810.7

526.18

礼節のルール　
思いやりと品位を示す不変の原則25

14歳からの哲学　考えるための教科書

哲学ディベート　「倫理」を「論理」する
　〔NHK ブックス〕

外国語を身につけるための日本語レッスン
　

木のいのち木のこころ　「天・地・人」　
〔新潮文庫〕

相手から信頼され、選ばれるためには「Civility＝礼節、礼儀正しさ」が重要で
す。どこにいても人と共によく生きることができる、そんな人としてのあり方を
確立するために活用してもらいたい1冊です。

‘考える’とは、あくまで‘答え’を見つけ出すことではなく‘問い’を追求し続ける
ものです。本書から、単に思うこと（感情）と考えることとの違いを理解し、同
時に「考えるっておもしろい！」とわかってもらうための1冊です。

現代社会における倫理的な問題の数々（命の授業から代理出産、死刑存廃から安
楽死の是非など）を、様々な角度や立場や意識から検証することで、論理的思考
力を強化することができる非常に有用な本だと思います。

日本の学校教育ではほとんど扱われていない、有効な質問のしかたや答えかた、
相手にわかりやすい説明のしかたなどの言語技術が身につけられるよう編まれて
います。真の「教養」が身につく必読の書！！

「丸暗記したほうが早く、世話はないんですが、なぜと考える人を育てるほうが
大工としてはいいんです。丸暗記してもろうても後がありませんわな」。学生の
皆さん、この言葉をどう受け止めますか？

FO

IK

TA

SA

NI

000060839

000060720

000060689

000060878

000060905

P.M. フォルニ著　上原裕美子訳

池田晶子著

高橋昌一郎著

三森ゆりか著

西岡常一，小川三夫，塩野米松著
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野村 秀明 教育イノベーション機構

人類1万3000年の歴史の根源とは？

日本の道理思考について

国家の緊急時にあって。

建築を通じた人生論

青春を駆け抜けた詩人

204

121.4

319.1

523.1

911.56

銃・病原菌・鉄（上・下）　
一万三〇〇〇年にわたる人類史の謎

日本的革命の哲学　日本人を動かす原
理・その1　〔Non select〕

知の武装　救国のインテリジェンス　
〔新潮新書〕

建築家安藤忠雄　

寺山修司詩集　〔ハルキ文庫〕

ジャレド・ダイアモンド教授自らがナビゲーターになり、人類の歴史をひもとき
ながら、「世界に格差が生まれた原因」を追究する映像の集大成。1万3000年の
人類の謎に迫る名著であると思われる。

日本の問題を解くには、日本社会に潜む道理と思考を研究しなければならない。
日本の「道理」には、イギリス人がその背景に打ち立てた「コモンセンス」に匹
敵する考え方があることがわかる。

インテリジェンスとは、ラテン語のinter（間を）lego（読む）で、行間を読む
ことが本来の意味である。国際情勢を読み解き、近未来を察知する、そんな技法
を養う必要がある。現在の日本をとりまく国際情勢の中で、読むべき本の一つで
ある。

日本を代表する建築家、安藤忠雄の自伝。本書の三つのテーマは、著者が携わっ
てきた様々な建築についての記述。建築・建築家についての著者の考え。そし
て、著者が自らの経験にもとづいて語る人生論。

寺山の青春時代の詩集から、未刊の詩までが収録されている。戦後の高度成長時
代を駆け抜けた寺山を読む。「書を捨てよ、町へ出よう」に続く、若者の生きる
指標となった詩集。

DI

YA

TE

AN

TE

000060864

000060873

000060969

000060890

000060949

ジャレド・ダイアモンド著　倉骨彰訳

山本七平著

手嶋龍一，佐藤優著

安藤忠雄著

寺山修司著
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松元 英理子 教育イノベーション機構

データに基づいた、学生結婚のススメ？

女と男の…生物学

水俣病の被害者のこと、知っていますか？

私はこれを読んで理系に進んだ

DNA 二重らせんはデータ盗用から？

491.69

467.3

908

913.6

460.4

遺伝子が処方する脳と身体のビタミン　
〔東京大学超人気講義録〕

できそこないの男たち　〔光文社新書〕

苦海浄土　〔世界文学全集〕

複合汚染　〔新潮文庫〕

生物と無生物のあいだ　〔講談社現代新書〕

東京大学教養学部1年生対象の「現代生命科学」講義録。サラサラ血液の遺伝
子、薬の上手な飲み方、心を健康にする物質と遺伝子、学生結婚のススメなど、
身近な疑問を生命科学の視点で読みやすく解説した本。

旧約聖書では「女」は「男」から作られたものですが、生命科学では「女」が
基本仕様。「男」は生物学的に弱い存在で、感染症に弱く癌にかかりやすい。何
故？生命科学からみた「女と男」の物語（「男と女」ではありません。念のた
め）。

発生から数十年経過してもまだ完全な解決には至っていない水俣病。メチル水銀
による中枢神経系障害を発症した患者さんとその家族に寄り添って、こころの叫
びを記録した作品。「会社のえらか衆の、上から順々に、水銀母液ば飲んでもら
おう。」

化学物質が人体や生態系に与える影響について警鐘を鳴らした作品。現在の科学
的見地からみると誇張も多いが、高校生の私はこれを読んで「人体で起きている
ことをすべて解明して、環境問題を解決してやる！」と理系に進んだ。

生命科学の研究者たちの物語を通して、「生命」とは何かを考える。未発表のフ
ランクリンのX線写真をワトソンは何故知ることができたのか？研究者達の生活
をのぞいてみてみたい人にもおすすめ。

IS

FU

IK

AR

FU

000060740

000060965

000061101

000060902

000060986

石浦章一著

福岡伸一著

石牟礼道子著

有吉佐和子著

福岡伸一著
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柳 敏晴 教育イノベーション機構

真の自己成長のために

21世紀の心理学の可能性

ヒューマン・エラーとリスク・イメージを考えよう！

多様なアプローチを総合したコーチングの本質

脳の力を強化する思考技術

159

140

361.4

336.4

141.5

達人のサイエンス　真の自己成長のために

ポジティブ心理学　
21世紀の心理学の可能性

リスク心理学入門　
ヒューマン・エラーとリスク・イメージ

コーチングのすべて　その成り立ち・流
派・理論から実践の指針まで

ザ・マインドマップ（2冊）

人生とはプラクティスであり、終わりなき学びのたびである。人生の様々な領域
で「達人（マスター）」とよばれる人々は、自らの精神と肉体をどう鍛錬してい
るのか？生きるエネルギーを呼び覚まし、自己成長のセオリーがある。

心理学が今まで追及してきた病理モデルから幸福モデルへの新しいアプローチの
提案である。キーワードは、optimism、positivism、well-beingである。人間の
ポジティブな側面に焦点を当てよう！

世の中はリスクに満ちている。リスクについて考えてみようという人は、目を通
して損はない書物だ！

成り立ち・流派・理論から実践の指針まで、コーチングの世界的権威の叡智を一
冊に凝縮したもの。

考える技術、創造力、学習スキル、記憶力、コミュニケーション能力等を高める
革命的な思考ツール。

LE

SH

OK

OC

BU

000060764

000060695

000060818

000060696

000060701

ジョージ・レナード著　中田康憲訳

島井哲志編

岡本浩一著

ジョセフ・オコナー，アンドレア・ラゲス著　杉井要一郎訳

トニー・ブザン，バリー・ブザン著　近田美季子訳
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夏季オリンピック大会の歴史が分かる

誰が、何のスポーツを、何処で、何のために？

現代の私達がスポーツ史やスポーツ文化を学ぶ意味

何時でも何処でも誰でも災害に遭う社会に生きている

社会の持続可能に関連する用語830語を収載

780.69

780.2

780.2

374.92

519.033

オリンピック全大会　人と時代と夢の物語
〔朝日選書〕

スポーツの世界地図　

スポーツの歴史と文化　スポーツ史を学ぶ

教師のための防災教育ハンドブック　

環境教育辞典　

様々な国の異なる価値観を纏める作業は、国際政治の場では遅々として進まな
い。スポーツにしても多くの挫折と挑戦があった。2020年東京オリンピックを
考えることができる書物である。

今日の世界のスポーツ事情を、余すところなく伝える世界地図。スポーツの歴
史、社会現象、経済現象についても取り上げ、そのポイントを分かりやすく解説
している。スポーツを一味違う視点で見ることができる。

3.11以後、日本再生に向けた歴史への問いかけがなされている。スポーツについ
ても時代や地域のスポーツ活動を知り、その意味を批判的に読むことが再生に繋
がる。疑ってみることから創造が生まれる。

「安全」「健康」は皆の願いだ。防災を学ぶことは、「生きる力」を知ることだ！
何が起こるか分からない「一寸先は闇」の世界に生きる一人一人が、防災意識を
持つことは、自分を、家族を、地域を守る。

環境問題と環境教育、これ一冊で殆どが解る。環境問題、環境教育に関心がある
人必読の書。

TA

TO

AR

TA

NI

000060742

000060653

000061116

000060822

000061065

武田薫著

Alan Tomlinson [ 著 ]

新井博，榊原浩晃，スポーツの歴史と文化研究会編著

立田慶裕編

日本環境教育学会編
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実践現場を踏まえた、自然体験型環境教育のバイブル。

水の星地球を考える本

「水文学」が「水問題の真実」を教える

375

452

517

日本型環境教育の知恵　
人・自然・社会をつなぎ直す

海は生きている　〔自然と人間〕

水危機ほんとうの話　〔新潮選書〕

実践現場を踏まえた、自然体験型環境教育のバイブル。自然体験を通して地球環
境を考える21世紀ライフスタイルの新しい提案と実践。

森、平野、海、みんな水を通して、いのちを通して繋がっている。陸と海の関係
を、考えさせてくれる本。

水資源を巡って日本も戦争に巻き込まれるのか？巷間に溢れる水に関する誤解や
思い込みを、水研究の第一人者が正す。これだけは知っておきたい「水に流せな
い話」。

NI

TO

OK

000060819

000060810

000060877

日本環境教育フォーラム編著

富山和子著

沖大幹著



73

山崎 麻由美 教育イノベーション機構

大和路に宿る祖先の心をたどる写真集

絵画の楽しみ方がまたひとつ増えます！

名詩を原文で楽しもう

「名詩を原語で楽しもう」

「白い馬と巡るヨーロッパ」

748

720.79

931

931

726.6

古色大和路　入江泰吉の心象風景

誰も知らない「名画の見方」　
〔小学館101ビジュアル新書〕

イギリス名詩選　〔岩波文庫〕

アメリカ名詩選　〔ワイド版岩波文庫〕

白い馬　Weisses Rössl

奈良大和路の美しい写真集。1950年代後半から1980年半ばまでに撮影された四
季折々の風景、寺院、仏像など。当時と変わらないもの、変わってしまったもの
など、当地を訪ねて自分の目で確かめたくなる本。

24人の画家を取り上げ、画風や時代背景などがわかりやすく書かれている。単
なる解説本ではなく、絵画を見る視点が示されている。この書をきっかけに様々
な美術館に足を運び、是非実際の絵画を楽しんでもらいたい。

シェイクスピアを初めとする66人の作品100編を取り上げている。英語の韻律の
美しさに触れることができる。見開きで原文と訳詞が対照できるので、英語が難
しいと感じたら訳詩の部分だけ読んでも良い。同シリーズで「アメリカ名詩選」
もある。

17世紀、18世紀の植民地時代の詩から、アメリカを代表する詩人ホイットマン
など40数人の作品100編を取り上げています。見開きで原文と訳詞が対照できる
ので、訳詩の部分だけ読んでも楽しめます。

東山魁夷の有名な白い馬をタイトルにした美しいヨーロッパの絵の画集。その絵
に物語をつけた優しい絵本の仕上がりになっています。日本人の目で描かれた
ヨーロッパを味わってください。

IR

TA

HI

KA

HI

000060710

000060990

000060936

000060889

000060806

入江泰吉写真　奈良市写真美術館編 

高階秀爾著

平井正穂編

亀井俊介，川本皓嗣編

東山魁夷絵　松本猛文・構成
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「古き良き時代のアメリカを描いた画集」

「新しい世界文学の魅力を探る本！」

723.53

904

ノーマン・ロックウェル画集　〔Moe books〕

世界は文学でできている　
〔対話で学ぶ「世界文学」連続講義〕

温かいまなざしとユーモアとペーソスが感じられる画風。一度はどこかで目にし
たことのある絵。どの絵を見ても心がほっこりします。

著者が現在活躍中の作家や学者と対談し、「新しい世界文学」について語りあう。
言語や国境を越えた新しい文学のあり方を示しています。この本で取り上げられ
ている作品をきっと読みたくなります。

RO

NU

000060805

000060842

ノーマン・ロックウェル [ 画 ]

沼野充義編著
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井上 俊子 事務局

「わかる」ために「かわる」ために

ふるさと地球に生きる全ての子供達へ…

「今日ひとりで海を見てきたよ。」

射は仁の道なり。射は正しきを己に求む。

今更聞けない「政治」について

304

019.5

159

789.5

312.1

わかることはかわること　対談

橋をかける　子供時代の読書の思い出

時に海を見よ　これからの日本を生きる
君に送る　〔双葉文庫〕

弓と禅　

政治のことよくわからないまま社会人になって
しまった人へ　ひとめでわかる図解入り

解剖学者「養老孟司」、理論物理学者「佐治晴夫」の深い洞察と経験に満ちた対
談に引き込まれます。異なる世界を研究する二人のそれぞれの視点が融合し、現
代教育の問題点を鮮やかにつく点は圧巻。

「子供の本を通しての平和」をテーマに開かれたIBBY世界大会での皇后美智子
様の講演録です。少女時代の読書の思い出を語りながら、希望と平和への祈りを
込めたメッセージが美しい日本語と英語で収録されています。

まずは、3.11震災後、卒業式を中止した立教新座高校のHPに掲載された校長先
生の卒業メッセージを読んでください。復興と再生の祈りを行動にうつすために
…震災後、旅立つ「君」の背中を押す情熱的な贈る言葉集です。

学生時代、師範の薦めで手に取りました。ドイツの哲学者ヘリゲルが阿波研造師
範のもとで弓道の修行を通して禅の思想への造詣を深めていく過程を記したもの
です。中（あた）りは自分が無心の時についてくるもの、弓道は深いです。

政治のニュースになるとチャンネルを変えていませんか？「選挙」「国会」「内
閣」･･･社会人として知っておきたい政治の仕組みが平易な文章で解説されてい
ます。政治に意識を向け、再考するきっかけとなる入門書。ニュースも「分か
る」ようになるかも。

SA

KO

WA

HE

IK

000060779

000060704

000060947

000060767

000060724

佐治晴夫，養老孟司著

美智子著

渡辺憲司著

オイゲン・ヘリゲル [ 著 ]　稲富栄次郎，上田武訳

池上彰著
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祝迫 治雄 事務局

教えることの本当の意味とは？

教育者は何をもってプロというのか！

子どもたちへの一番の贈りもの

心が風邪を引いてしまったとき薬効のある書

374.3

374.3

404

159

新編教えるということ　〔ちくま学芸文庫〕

日本の教師に伝えたいこと　

センス・オブ・ワンダー　

☆こころの処方箋

50年に及ぶ教育現場の第一線で実践を重ねた著者が、教師を目指そうとする若
い人に贈る一冊。何が子どもたちに必要であるか教育に取り組む姿勢について厳
しく温かく語る。

国語教師である著者が、自ら教師として信じる指導を磨き上げていく。授業に当
たっては入念に準備し、指導を通して子どもたちの学びの姿勢を誘い出し、教室
で真剣勝負を繰り広げる。その実践例の書。

「子どもたちよ、知ることより感じることの方が大切です。美しい自然、不思議
な自然をしっかり見て感じて一生消えることのない『神秘的なものに目を見張る
感性』を身につけてください。」という著者の言葉が、現行の６年理科の教科書
にも登場します。

各章に、「人のこころなど分かるはずがない」「危機の際には生地がでてくる」
「『理解のある親』をもつ子はたまらない」など、小気味よいタイトルが付けられ
ている。自分の気に入った言葉のページから入るのもよく効く。

OM

OM

CA

KA

000060945

000060782

000060769

000047290

大村はま著

大村はま著

レイチェル・カーソン [ 著 ]　上遠恵子訳　森本二太郎写真

河合隼雄著
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岩木 信夫 事務局

幼稚園の誘導保育過程の実際とは何か。

教育心理学は教育現場で本当に役立つのか。

376.1

143

幼稚園真諦　〔倉橋惣三文庫〕

発達臨床心理学　

フレーベルの精神を忘れ、その方法の末のみを伝統化し、定型化により、幼児の
心を奪う幼稚園に反対し､ 従来の殻を破ってみたら､ その中に真諦を見つけたと
述べる筆者の論述を基に幼稚園教育の神髄を考える書。

発達心理学は､ ある発達年齢のこどもの特徴を明らかにすることである。すなわ
ち、ある年齢の連関が次の発達年齢ではどのような連関し合い方に変わるのかと
言うことを明らかにすることが課題であることを、臨床例を上げて述べている
書。

KU

NA

000060997

000060815

倉橋惣三著

中島誠編　成田朋子，高橋依子，庄司留美子著
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植木 あかね 事務局

花を咲かせる心を持ち続けよう
198.24

置かれた場所で咲きなさい　

どんな状況においても、こんなはずじゃなかったと思うことがきっと出てくるで
しょう。そんな状況の中でも努力をしてほしい。現実が変わらないなら、悩みに
対する心の持ち方を変えてみよう。

WA
000060985

渡辺和子著
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内海 英樹 事務局

I am a cat. As yet I have no name.
913.6

I am a cat　〔Tuttle classics〕

教科書で読んだ事のある、有名な一節。授業の中でその一部に触れただけで、作
品を読んだ気になっていませんか？教材としてではなく、文学作品として読み直
してみてください。新たな発見があるかもしれませんよ。できれば今度は英語
で。

NA
100022784

Sōseki Natsume　translated by Aiko Ito & Graeme Wilson
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柏原 美華 事務局

「等身大」の自分で内定！
377.9就活の神さま　自信のなかったボクを

「納得内定」に導いた22の教え

『先のことが不安で悩む！』特に就職活動は人生において初めてといってもいい
ほど、自己選択・自己責任・自己決定する時です。自分自身の今までの生き方す
べてに自信を持って、前に進に進められる書です。

TS
000060672

常見陽平著
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糟谷 泰子 事務局

安楽死に！

生きること

913.6

913.6

山椒大夫・高瀬舟　他四篇　〔岩波文庫〕

赤目四十八瀧心中未遂　〔文春文庫〕

現代でもそこらあたりにいるような人。現代でもあてはまるようなストーリーで
庄兵衛と喜助の人間らしいやり取り。死を感じさせる作品です。

著者の作品ははじめてですが、暗く、陰湿。古くさいストーリなのに何故か引き
込まれ、いっきに読んでしまう作品でした。

MO

KU

000060934

000060893

森鷗外作

車谷長吉著
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片尾 恭子 事務局

少年と一緒に旅して、大切なことに気づく一冊
969.3

アルケミスト　夢を旅した少年

どんな道を歩いていても、自分の夢や希望にむかって歩んでいる人は輝いていま
す。この本は、本当に心から何かを望み、実行しようとすれば、それに迷わず向
かうべきだということ。そして、必ず道は開けるということを教えてくれます。

CO
000060867

パウロ・コエーリョ著　山川紘矢，山川亜希子訳
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加藤 伸幸 事務局

経済小説の開拓者、城山三郎の真骨頂

なぜヒトは人間になれたのか

913.6

469.2

価格破壊　〔角川文庫〕

ヒューマン　なぜヒトは人間になれたのか

ダイエー創業者、中内功氏をモデルにした小説。当時の流通業界の先端を突っ
走ったパワーに圧倒される。現在の状況を考えると時代の移り変わりの激しさを
感じる。

人間とは何か。人間を人間たらしめているものとは何か。僕たちはどんな道のり
で人間になり生きているのだろうか。人類20万年の歩みをたどり人間を解き明
かそうとする挑戦。

SH

NH

000060921

000060757

城山三郎著

NHK スペシャル取材班著
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木村 明人 事務局

「甘え」「甘えさせる」が人間関係を発展させる。
146.1

「甘え」の構造　

外国には、日本人の甘えと同じ意味を持つ言葉が無いことから、日本特有であり
実際は、素直に甘えられない方が、人間関係を悪くなり、甘える体験をしたこと
がないと、自分をもつことができないという事を書いた本である。

DO
000060685

土居健郎著
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久留島 晴香 事務局

小さな村を訪れた写真家と人妻の運命の四日間
837.7

マディソン郡の橋　

アイオワを舞台に、写真家ロバート・キンケイドと農場の主婦フランチェスカ
の、儚くも深い愛を描いた驚異のベストセラー作品。

WA
000060820

Robert James Waller[ 原作 ]　別府恵子編註
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小谷 伸一 事務局

必見！

絵で見て納得！

必見！

絵で見て納得！

必見！

335

431.11

783.47

471.1

673.868

ユニクロ監査役が書いた伸びる会社をつ
くる起業の教科書　

世界で一番美しい元素図鑑　

心を整える。　
勝利をたぐり寄せるための56の習慣

世界で一番美しい種子図鑑　
キュー王立植物園公認

セブン - イレブンのおにぎりは、なぜ、
1日400万個売れるのか　

安本氏はユニクロ、アスクルなど、多くの成長企業を支えてきた上場準備コンサ
ルタントで、起業を成功させるための必須項目が記されています。資格には直結
しませんが、人生の座標軸の一つとして読んでみてください。

既存の教科書や参考書で専門知識を学ぶことはマストですが、このようなグラ
フィカルな大人向け図鑑を活用してみるのも面白いのではないでしょうか。購入
するには少々高めですので、一度見てみたかった人は必見です。

長谷部氏はサッカー選手で、あらゆる指揮官に重宝される日本代表の中心人物で
す。タイトルにもなっている「心を整える」とはどのようなものか・・・。事を
起こす際のヒントにしてみてください。

図鑑にもいろいろありますが、ここまでグラフィカルな大人向け図鑑は私自身、
あまり見たことがありません。たかが図鑑、されど図鑑です。購入するには少々
高めですので、一度見てみたかった人は必見です。

セブン・イレブンが1978年におにぎりを商品化した当初、まったく売れなかっ
たが、たゆまぬ努力と創意工夫を積み重ねた結果、国民食にまでなった。資格に
は直結しませんが、今後の人生に役立つ本として推薦します。

YA

FI

HA

KE

KU

000060680

000061048

000060676

000061117

000060681

安本隆晴著

サイモン・クェレン・フィールド，セオドア・グレイ著　
ニック・マン写真　武井摩利訳

長谷部誠著

ロブ・ケスラー，ヴォルフガング・シュトゥッピー著　武井摩利訳

国友隆一著
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絵で見て納得！
491.3

クローズアップ人体のしくみ図鑑

既存の教科書や参考書で専門知識を学ぶことはマストですが、このようなグラ
フィカルな大人向け図鑑を活用してみるのも面白いのではないでしょうか。一度
見てみたかった人は必見です。

CL
000060651

ジョン・クランシー著　北川玲訳
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小山 みなと 事務局

自分で自分に幸運を送る本
963

グッドラック　

「上手くいかないのは私、“運”が悪いから…」時にはそうやって気持ちを整理
することは必要だけど、いつもそれではもったいないかも。視点を変えれば

“幸せ”は意外と身近にあるのかも知れません。

RO
000060792

アレックス・ロビラ，フェルナンド・トリアス・デ・ベス著　田内志文訳
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坂本 啓 事務局

人生で本当に大切にするべき10のこと。

村上春樹の何がここまで私たちの心をとらえるのか。

読まなくても気になる国民的作家の作られ方。

私たちの前に続く道のりをそっと照らす

物語を通じて過去の日中関係を学ぶことができる。

159

910.268

910.268

188.84

913.6

くらべない生き方　
人生で本当に大切にするべき10のこと

村上春樹で世界を読む　

謎の村上春樹　

一生感動一生青春　

大地の子　〔山崎豊子全集〕（19-20）

失業、うつ、介護などで様々な悩みを抱える人が溢れる現代で“幸せ”を感じる
ために必要な心掛けとは？ゆっく休む“椅子”代わりになってくれる書。

村上作品の深遠なるその物語の世界を徹底的に繰り下げた、白熱の対論集。違っ
た観点から村上作品を捉えることができ、その後、再び作品を読みたくなる。

ファンでもないのになぜ新刊が出たら買ってしまうのか、好き嫌いにかかわら
ず、気にせずにはいられないムラカミ小説の構造を気鋭の文学者が斬りこむ。

人生の真髄をすっとしみこむようなやさしい文書で綴ったエッセイ。読み終わっ
たあとになんとなくに優しい気持ちなり、日本人としてよかったと言う気持ちに
なる。

日本人残留孤児で、中国人の教師に養われた青年がたどる苦難の道。歴史上の事
実とともに綴られた今を生きる人々に語りかける超大作。作者の綿密な取材の苦
労がうかがえる作品。

KA

MU

MU

AI

YA

000060744

000060763

000060683

000061050

000061028

鎌田実，大平光代著

重里徹也，三輪太郎著

助川幸逸郎著

相田みつを著

山崎豊子著
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「人生を根底から変える」心の書。
728.216

にんげんだもの　

やさしい心はやさしい言葉で伝える感動の作品。殺伐としたこの世に生きる人々
にとっては、かけがえのない心の拠り所となる言葉が落ち込んだ時、立ち上がる
力を与えてくれる。

AI
000061049

相田みつを著
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猿渡 康博 事務局

「心を養い、生を養う」

人間のあるべき姿と真の成功とは

159

159

安岡正篤活学一日一言　己を修め、人を
治める　〔致知一日一言シリーズ〕

「図解」安岡正篤の人間学　
人間のあるべき姿と真の成功とは

東洋思想研究の大家であり、戦前戦後を通じ、一貫した姿勢で日本人の正しい精
神のあり方を説き続けた故・安岡正篤氏。その教えは政財界のリーダーたちをは
じめ、多くの日本人に強い影響を与えてきた。現代に生きる我々の胸に鋭く迫っ
てくるものがある。

「平和ボケ」「幸せボケ」した現代人。専門職業人ではなく、一人の人間として、
人格と心身を鍛える方法や自分を反省するポイントなどをわかりやすく解説。自
分自身を見直すには「この本！！」。

YA

TA

000060999

000060656

安岡正篤著

武田鏡村著
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塩江 真理 事務局

発達障害を生きる

昨日、どんな夢を見ましたか？

この生き様を見よ！

今日からあなたも聞き上手

493.937

146.15

493.7

146.8

発達障害の豊かな世界　

ユング心理学入門　

統合失調症がやってきた　

☆プロカウンセラーの聞く技術

児童精神科医である著者が、自らの臨床活動の中で出会った「発達障害」と呼ば
れる子どもたちとの関わりのなかから見出した「豊かな世界」。「私らしく生き
る」ことにおいては、私たちは障害のあるなしは関係ない。

ユング心理学派の心理療法では、言葉を使ってのカウンセリングをはじめ箱庭療
法、夢分析などイメージをつかうことがあります。ユング心理学の世界を、解り
やすく丁寧に解説した良書。

大笑いコンビ、松本ハウスのハウス加賀屋氏の闘病記。未だにあまり当事者から
は語られる機会も少ない、統合失調症という病気の苦しみ、辛さ。それを通して
向き合った自分自身と、家族や相方との絆。生きるとは苦しみそのものだが、尚
余りあるものがあるのだ。

プロのカウンセラーの話の聞き方と、そうではない人の話の聞き方はどこがちが
うのでしょうか？話の聞き方、コミュニケーションのちょっとしたコツものって
います。日常の人間関係でも使えること間違いなし！

SU

KA

HA

HI

000060727

000060667

000060686

000041495

杉山登志郎著

河合隼雄著

ハウス加賀谷，松本キック著

東山紘久著
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杉本 真輝 事務局

レッテルを与えられた人たちの生き方とは？
361.4スティグマの社会学　

烙印を押されたアイデンティティ

犯罪者や身体障害者などのように認識される人たちへ貼られるレッテルのことを
「スティグマ」という。「スティグマ」を持った人たちが、どのように差別を受け
生きていくかなど、実例を挙げて説明する書。

GO
000060687

アーヴィング・ゴッフマン著　石黒毅訳
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竹田 誠 事務局

社会人になる前に是非一読を！
159

☆人を動かす

深い人間洞察とヒューマニズムを根底に捉えた感動の書。

CA
000042689

D. カーネギー著　山口博訳
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田中 一平 事務局

ひとつひとつの言葉が心につきささります
159

道をひらく　

パナソニックの創業者である松下幸之助氏が、自分の体験と人生に対する洞察力
から書かれた随想集です。心が折れそうになったり、悩んだ時の道しるべになり
ます。素直に生きること、謙虚さの大切さが説かれています。

MA
000060957

松下幸之助著
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中川 朋恵 事務局

未来が見えず将来が不安になる人へ

知らないまま大人になって良いのかな？

イタリアの山奥に暮らす日本人女性の生活とは

オーケストラを支える裏方さんを愉快に紹介

914.6

810.4

293.7

764.3

ヴェネツィアの宿　〔文春文庫〕

完本日本語のために　〔新潮文庫〕

フィレンツェ田舎生活便り　
小さな村の春・夏・秋・冬

オーケストラの職人たち　〔文春文庫〕

海外留学が珍しい時代に、悩み迷いながら自分の進む道を切り開いていった著者
の言葉には重みがあります。格調高く、優美な日本語で綴られたエッセイです。
阪神間が舞台となる幼少期の話もあるので、本学の学生ならばきっと著者に親近
感を抱くと思います。

話し手の意志を相手に伝えるために私たちが使う日本語。この本は国語教科書へ
の疑問、テレビや新聞の言葉への批判を中心に、筆者が遠慮なく辛口に論評し、
日本語のあるべき姿について考えます。教育学部の学生だけでなく、みなさんに
読んでほしい一冊。

イタリア・トスカーナの山奥で生活する日本人女性が四季折々の暮らしを綴った
本。厳しい自然の中で、家族が力を合わせて生活している様子はどのエピソード
もとても興味深い楽しい本です。家族のあり方とか自然とのつきあい方とか、考
えるきっかけになります。

音楽に限らず丁寧に仕事をすることの大切さを考えさせられる。社会人になる前
に読んで仕事することの意味を考えて欲しい。N響の指揮者で世界的に活躍した
筆者だが多くの著作がある。本書とは関係ないが著者の美空ひばりへの追悼文も
名文。是非読んで欲しい。

SU

MA

OK

IW

000060894

000060908

000060816

000060892

須賀敦子著

丸谷才一著

奥村千穂著

岩城宏之著
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中村 忠司 事務局

大学教育に関わる教職員にも読んで欲しい一冊

現代社会を生きるうえでの道標

情報化がもたらす光と影！

377.21

917

302

街場の大学論　ウチダ式教育再生　
〔角川文庫〕

人間というもの　〔PHP 文庫〕

☆第三の波

高等教育に対する批判を痛快に描いた作品。作者が現役時、大学教授の立場で執
筆。実体験を基に大学入試の問題点や設置基準の大綱化に伴う大学教育の施策の
失敗、学生の学力低下の原因等に言及した面白い作品。学生諸君は必読。

作者の数ある作品の中から現代社会を生きるうえでの道標とすべき言葉を取り上
げた作品。日本人の考え方、生き方を、作品を通じて学んで欲しい。

人類史上の大変革として、第一の波は農業革命、第二の波は産業革命、そして
1980年、今から30数年前に第三の波として情報革命が押し寄せ、現在の「情報
化社会」実現と情報化がもたらす闇を予言した作品。

UC

SH

TO

000060922

000060953

000016441

内田樹 [ 著 ]

司馬遼太郎著

アルビン・トフラー [ 著 ]　鈴木健次 [ ほか ] 訳

情熱が苦難を克服
916

☆ガン回廊の朝（上・下）

患者の苦しみを自らの苦しみとして研究治療に没頭。情熱が苦難を克服し早期発
見・治療の成果を挙げていく。ガンと闘う臨床医や研究者達の苦闘と不屈の姿を
描く作品。将来、医療職に就く学生達へ必読の書です。

YA
000042654

柳田邦男著
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西 健治 事務局

あなたが経験したことはどんな力も奪えない

自分の考えを信じて対決すれば世界は変わる

モノの見方が確実に変わる一冊

旅に出たい気持ちがおさえられなくなる

自分が求めたものしか人生から受け取れない

946

913.6

501.83

915.6

159

夜と霧　

魔王　

フォークの歯はなぜ四本になったか　
実用品の進化論　〔平凡社ライブラリー〕

〔深夜特急〕（3冊）

成功の掟　若きミリオネア物語

アウシュビッツ強制収容所を体験した心理学者の手記。生きる意味、生きる希望
の大切さを深く考えさせ、教えてくれる。こんな平和な時代だからこそ必ず読ん
でおきたい。

考えない事の無責任、流される事の恐怖、無関心である罪、検索ではなく思索す
る、考える大切さを教えてくれる。この本は確実に自分自身の思考を見つめ直す
作品になるだろう。

身近にあるモノたちが何故、そのようなカタチになったのか。日ごろ、あたりま
えに使っているモノは途方も無い試行錯誤を経たものだったことに気づかされ
る。視点を変えればこんなにも「あたりまえ」がおもしろい。

バックパッカーのバイブル的な存在。麻薬的で、旅に出ずにはいられなくなる。
旅に興味がある人もない人も、是非読んでいただきたい。読めば絶対、旅に出た
くなる（ただし責任は持てません）。

自己啓発書の名著。類似の本を色々読む前にまず読んで欲しい。思考力を身につ
け、思考パターンや習慣を変える参考になる。深い内容もわかりやすく読みやす
いお薦めの本です。

FR

IS

PE

SA

FI

000060761

000060783

000060958

000060752

000060750

ヴィクトール・E・フランクル [ 著 ]　池田香代子訳

伊坂幸太郎著

ヘンリー・ペトロスキー著　忠平美幸訳

沢木耕太郎著

マーク・フィッシャー著　近藤純夫監修　上牧弥生訳



99

ホンダ創業者。人間の達人、本田宗一郎

詐欺事件と恋。交錯する二つの行方は？

289.1

913.6

人間の達人本田宗一郎　

葉桜の季節に君を想うということ　
〔Honkaku mystery masters〕

裏方の人に感謝する。人の嫉妬心をケアする。いつも人を喜ばせようと考える。 
「差別」はせず、「区別」する。言葉を大切にする。人に好かれたいと強く思い、
行動する。本田宗一郎氏から「人間の達人」を学べます。

叙述トリックの傑作。テンポもよく読みやすい、本をあまり読まない人にもお勧
めしたい。ミステリの楽しさ、読書の奥深さを感じ取れる一冊。想像力を働かせ
て読んで欲しい。

HO

UT

000060747

000060798

伊丹敬之著

歌野晶午著
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西村 久美子 事務局

高卒ＯＬはいかにして敏腕経営者になったのか

「償う」とは何か。

335.13

913.6

一生懸命って素敵なこと　

手紙　

ホンダのセールス、ＢＭＷ支店長、フォルクスワーゲン東京社長、ＢＭＷ東京社
長と出世してきた影には並々ならぬ努力があった。「人を大事にする」ノウハウ、
マネジメントの秘訣。仕事をもつ女性に勇気を与える一冊。

弟を大学に入れてやりたい一心から盗みに入り殺人を犯してしまう。幸せをつか
もうとするたび「強盗殺人犯の弟」という運命が立ちはだかる苛酷な現実。獄中
から月に一度手紙が届くが、弟は縁を切るために兄に手紙を出す。

HA

HI

000060756

000060776

林文子著

東野圭吾著
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沼田 実 事務局

ＮＨＫでスペシャルドラマ化もされました。
913.6

☆坂の上の雲（6冊）

司馬遼太郎の長編歴史小説（全6巻）。著者の代表作の一つです。維新を経て近
代国家の仲間入りをしたばかりの「明治日本」と、その明治という時代を生き
た、秋山好古、秋山真之、正岡子規3人の生涯を描いた壮大な歴史時代小説で
す。

SH
000007023

司馬遼太郎著
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野田 育宏 事務局

にんげんは支えあって生きるものですよね

あなたは今まで何を学んできましたか？

大学での学習法や学ぶコツを紹介しています

シカゴ大学の新入生用として作成されました

728.216

375

377.15

377

にんげんだもの　

なぜ学び、なにを学ぶのか　
〔16歳の教科書 : ドラゴン桜公式副読本〕

☆学びのティップス　大学で鍛える思考法

☆大学で勉強する方法　
シカゴ大学テキスト

結婚時に仲人の方から送られた本です。にんげんはみんな違う個性を持っていま
すが、そんなにんげんが集まって社会を作っています。自分は一人ではなく、誰
かを支え誰かに支えられることを感じて貰えれば嬉しいです。

昨年、妻に「40歳の教科書ＮＥＸＴ」を勧められ、自分の人生の今までとこれ
からを考える機会を得ることが出来ました。学生には「16歳の教科書」を読ん
でいただき、今、自分たちが学んでいることに対して何かを感じて貰えれば嬉し
いです。

大学では自分の将来に向けて学ばなければならない事柄が沢山あるかと思いま
す。どうせ学ばなければならないのであれば、この書を読んで自らが積極的に学
ぶコツに触れてみませんか。

日本の大学教育界が参考にすることが多いアメリカの高等教育の場で活用されて
いる書のようです。自分の価値観とは異なった事柄に触れることによって、学び
の可能性が広がれば嬉しいです。

AI

SH

CH

KO

000061049

000060988

000055323

000036275

相田みつを著

7人の特別講義プロジェクト，モーニング編集部編著

近田政博著

A・W・コーンハウザー著　D・M・エナーソン改訂　山口栄一訳
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原田 昭子 事務局

耳から聞く名作

中学生で読んでいたら人生が変わったかも

嫌と言えない貴方のための爽やかな自己主張

男女平等を書いた憲法草案者は22歳の女性

「なぜ」の答えがここにある

913.68

410

141.93

289.3

443.9

あの声優が読むあの名作　

虚数の情緒　中学生からの全方位独学法

第四の生き方　
「自分」を生かすアサーティブネス

1945年のクリスマス　日本国憲法に
「男女平等」を書いた女性の自伝

宇宙はなぜこんなにうまくできているのか
〔知のトレッキング叢書〕

「あの声優の声で」を興味本位で聞いてみたら、かつて読んだあの作品、なんと
なく読みそびれていたあの作品、もう一度読んでみたいと青空文庫をクリックし
てしまいます。もちろん図書館で貸出も。是非死ぬまでに一度は文豪の作品に触
れてみたくなる本。

まず、厚さにびっくり、そして、中身の濃さに更にびっくり。じっくり時間をか
けて読みたい本です。数学の本ですが、「科目分野に拘らない"独習書"である」
とはしがきにあるように学ぶこと理解することについて丁寧に教えてくれる書。

アサーティブとは、自己主張することですが、自分の意見を押し通すことではあ
りません。自分の要求や意見を、相手の権利を侵害することなく、誠実に、率直
に、対等に表現することを意味します。そんなことが出来たらいいなと思うあな
たにオススメの1冊。

アメリカ憲法にもない「両性の本質的平等」はどうして生まれたのでしょう。22
歳の若さでGHQ民生局の一員として憲法の草案を作ったベアテ・シロタ・ゴー
ドンとはどんな人だったのでしょう。そんな興味に応える書。

文系人間にも、高校生にもわかりやすい宇宙論の入門書。知らなかったことがわ
かる喜びを味わえます。「宇宙」に興味があれば是非手にとって見てください。

AN

YO

DI

GO

MU

000060690

000060700

000060665

000060861

000060735

斎藤孝監修

吉田武著

アン・ディクソン著　竹沢昌子，小野あかね監訳

ベアテ・シロタ・ゴードン著　平岡磨紀子構成・文

村山斉著
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伴仲 謙欣 事務局

有名人も東大生も二十歳はハタチ。

せっかくなので20歳の頃に読みましょう。

スマホも家電もあたりまえではありません。

旅本直球ど真ん中。

「常識」は疑うために存在する。

367.68

159.7

380.8

915.6

361.4

二十歳 （はたち） の君へ　16のインタ
ビューと立花隆の特別講義

20歳のときに知っておきたかったこと　
〔スタンフォード大学集中講義〕

忘れられた日本人　〔宮本常一著作集〕

〔深夜特急〕（3冊）

日本の「安心」はなぜ、消えたのか　
社会心理学から見た現代日本の問題点

既に充分大人になってましたが、以前僕が読んだのは『二十歳のころ』というタ
イトルでした。これはその続編ですが、編著者と同じアラウンド20の目線でお
楽しみください。

NHK「白熱教室シリーズ」でも放送されたスタンフォード大学の授業本です。
タイトルのまんまですが、自分の学生時代にもこんな授業があったら楽しかった
だろうなぁと遠い目になりました。

ニッポンの長い歴史の中のつい最近（～100年前程度）のことが書かれていま
す。我々の考える常識なんて言うのは高々戦後、遡っても明治以降のものがほと
んどです。この本で今の自分を相対化してみませんか？

ご多分に漏れず僕もこの本に影響され、バックパックを背負って旅に出ました。
旅に出ると必ずハプニングの一つや二つに遭遇しますが、若い頃の旅ネタは一生
のすべらない話になります。若者よ、書を片手に旅に出よう。

個人主義の欧米人に対し日本人は集団主義と言われ、その意味は良い意味で語ら
れることが多いですが実は･･･。社会学とは世の中の仕組みを暴いていく行為に
よる集合知です。ツッコミ体質の方にオススメです。

TO

SE

MI

SA

YA

000060723

000060795

000061124

000060752

000060739

東京大学立花隆ゼミ，立花隆著

ティナ・シーリグ著　高遠裕子訳

宮本常一著

沢木耕太郎著

山岸俊男著
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平川 愛恵 事務局

生きていくにはオモテもウラもあります。

「脱構築」に目からウロコ

とにかく面白い！！！！！！

京大新入生へのお勧めの本らしい

ヘッセの代表作の一つの新訳。

917

904

412.2

410

943.7

現代語裏辞典　

新文学入門　T・イーグルトン『文学と
は何か』を読む　〔岩波セミナーブックス〕

フェルマーの最終定理　〔新潮文庫〕

この数学書がおもしろい　

シッダールタの旅　

総項目数12,000の言葉をエスプリと毒をきかせて定義しなおす一家に１冊、抱腹
絶倒の書。著者にかかると日本語はかくも面白い。

日常の生活で使われている言語と、文学で使われる言語は異なる。ある種の詩的
な言語が使われることによって、異化効果が生まれ、その文章は単なる文章では
なく文学になるというわけ。図表や身近な例があげられているので、文学理論が
ぐっと身近になる一冊。

数学界最大の超難問「フェルマーの最終定理」への挑戦を天才数学者ワイルズの
完全証明に至る波乱を軸に、数学者たちの苦闘の数学ノンフィクション。

数学者、物理学者、工学者、経済学者など計51名が、おもしろい本、お薦めの
書、思い出の一冊を紹介。

インドの青年シッダールタ（釈迦と同名だが別人）が生の真理をもとめて修行
し、世俗の中に生き、人生の最後に悟りの境地にいたるまでを寓話的に描いた
小説。

TS

OH

SI

SU

HE

000061066

000060737

000060915

000060711

000061001

筒井康隆著

大橋洋一著

サイモン・シン [ 著 ]　青木薫訳

数学書房編集部編

竹田武史構成・写真　ヘルマン・ヘッセ [ 著 ]　高橋健二訳
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ヘルマンヘッセの名作をたどる旅

人間の細胞は1年で全部変わるのだ！

不思議な魅力を湛えた伝承童話集

ハーバード大超人気講義の本

ハーバード大超人気講義の原書

943.7

460.4

931

311.1

311.1

シッダールタ　

生物と無生物のあいだ　〔講談社現代新書〕

〔マザー・グースのうた = The songs 
of Mother Goose〕（5冊）

☆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

Justice　what's the right thing to do?

ヘルマン・ヘッセ「シッダールタ」の舞台になった北インドの仏跡・聖地を巡
礼。物語に描かれた心象風景を追って撮影した詩情豊かな写真と、ヘッセが紡い
だ旋律のような美しい文章を道標に、原作世界をイメージ・トリップする小さな
写真集。

生きているとはどういうことか―謎を解くカギはジグソーパズルにある!?分子生
物学がたどりついた地平を平易に明かし、目に映る景色をガラリと変える。

挿絵の怖さ（？）にすっかり魅了。何度も読み返したくなる一生ものの本。日本
のわらべうたと比較するのも面白いですよ。

1人を殺せば5人が助かる状況があったとしたら、あなたはその1人を殺すべき
か？何が正しくて、何が間違っているのか？社会に生きるうえで私たちが直面す
る、正解のない、にもかかわらず決断をせまられる問題である。

原書と邦訳を読み比べよう！

HE

FU

TA

SA

SA

000060766

000060986

000060830

000056645

100022781

ヘルマン・ヘッセ著　岡田朝雄訳

福岡伸一著

谷川俊太郎訳　堀内誠一画

マイケル・サンデル著　鬼澤忍訳

Michael J. Sandel
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福田 良介 事務局

後悔しない人生の生き方とは一体なにか
121.59

覚悟の磨き方　超訳吉田松陰

総理大臣二名、国務大臣七名、大学創設者二名を世に送り出した「松下村塾」。
英雄たちを感化した吉田松陰の思想にふれる。

YO
000060793

池田貴将編訳
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堀田 佳子 事務局

成功するために必要なことは何？
913.6

夢をかなえるゾウ　

実は誰もが知っている、また誰にでも出来る実践的な成功習慣を関西弁で面白お
かしく書かれている。その中では、日々の多忙さに忘れかけている人としての大
切な心をも気付かせてくれる。読み終えた時には心温まる本。

MI
000060876

水野敬也 [ 著 ]
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三林 一哉 事務局

一緒に、何か、やらかしますか。

大家族で、こんな朝ごはんが食べたい！

放浪と浪漫。旅のおともに。

913.6

913.6

915.6

レヴォリューション No.3　

東京バンドワゴン　

〔深夜特急〕（3冊）

「君たち、世界を変えてみたくはないか？」からはじまる、ゾンビーズ第一弾！
アホなことやった仲間ほど、ながい付き合いになるもんです。

下町、人情、勘一（店主）個性的な家族とその仲間達。家族と仲間を大切にした
くなる本です。シリーズ第1作目。原作の青ちゃんカッコいいです！ただ、カメ
ナシ君のイメージは、、、。

あなたは、ゴールを目指しますか、それとも始まりを求めますか。インドのデ
リーからイギリスのロンドンまで乗り合いバスでいく一年以上にわたる放浪の
旅。第1巻から第6巻まであります。まずは、旅のはじまりから。

KA

SH

SA

000060674

000060796

000060752

金城一紀著

小路幸也著

沢木耕太郎著
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安富 剛作 事務局

「40歳になっても知っておきたい」
159.720歳のときに知っておきたかったこと　

〔スタンフォード大学集中講義〕

「決まりきった次のステップ」とは違う一歩を踏み出したとき、すばらしいこと
は起きる。常識を疑い、世界と自分自身を新鮮な目で見つめて、自分自身の限界
を試そう。

SE
000060795

ティナ・シーリグ著　高遠裕子訳
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八十 友佳里 事務局

「やかましい」から「ヤカちゃん」

保育園実習のお供に！

あ。この詩、知ってる。

933.7

726.6

911.56

番ねずみのヤカちゃん　〔世界傑作童話シリーズ〕

くっついた　

まど・みちお全詩集　

小学校１年生のとき、にぎやかな“T先生”がやかましい声で読んでくれた大好
きなお話です。なんで『ヤカちゃん』という名前なの？読んだらすぐにわかりま
す。

もし、あなたが実習中に子どもたちと距離を縮めたいなら、この絵本を読んで
あげてみて下さい。読み終わるころには、あなたのほっぺと子どものほっぺ
が・・・くっついた！

小学校２年生のとき、担任のM先生が好きだった1冊。M先生は絵本や詩、百人
一首をたくさん教えて下さり、私は国語が大好きになりました。あなたが知って
いる詩はいくつ見つかるかな？

WI

MI

MA

000060652

000061047

000060703

リチャード・ウィルバーさく　松岡享子やく　大社玲子え

三浦太郎作・絵

まどみちお著　伊藤英治編
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鷲尾 真理 事務局

考える力はどうやって身につけるのか

日常を深く生きる思春期の仲間たちの物語

戦前に書かれた子ども向け哲学の本

子どもを持つ意味、子育てとは？

914.6

913.6

159.5

913.6

考える練習　

僕は、そして僕たちはどう生きるか　

君たちはどう生きるか　〔ワイド版岩波文庫〕

かっこうの親もずの子ども　

考えるということは、思考力や論理力を鍛えるというだけでなく、感覚や感情、
直観もふくめて、その人が世界とふれあい、自分の人生を生きていくために不可
欠のことである、ということがじわじわとしみこむようにわかる本です。

多感な主人公コペル君が、不登校の親友の家を訪ね、守られた自然のなかでさま
ざまな発見をしていく物語です。集団というもの、仲間というもの、この自然と
社会のなかでいかに生きていくかについて考えさせられます。

梨木香歩「僕は、そして僕たちはどう生きるか」の下じきになっているとも思わ
れる本で、主人公の名前が「コペル」君です。仲間やおじさんとのやりとり日々
の出来事を通して人はいかに生きるべきかという思春期の命題が語られます。

非配偶者間人口受精によって子どもを得た女性が仕事と子育てに奮闘する物語。
子どもを持つとはどういうことか、母になるとは女性の人生にどういう意味を持
つのか、胸打たれ考えさせられる本。

HO

NA

YO

YA

000060728

000060745

000060677

000060746

保坂和志著

梨木香歩作

吉野源三郎著

椰月美智子著
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図書館 事務局

学生の時に読みたい本たち

ひとりの時間に磨く力ー心に賢者の森をー

100冊ではなく101冊に込められた思い

理系の本が今面白い

一夜一冊の書評。知の力の重さを実感します。

019

019

019.9

404

019.9

18歳の読書論　図書館長からのメッセージ

読書のチカラ　

大学新入生に薦める101冊の本　

文系のための理系読書術　
〔知のトレッキング叢書〕

〔千夜千冊〕（8冊）

阪南大学図書館長の著者の1年間の「おすすめの1冊」をまとめたもの。おすす
めの1冊にとどまらず分野を超えた縦横無尽の引用が深く考えさせられる。図書
の紹介だけに留まらない本。

読書によるチカラのつけ方を丁寧に解説してくれる大人の教養とはの疑問に答え
るナビゲーションの本。問題発見力、思考力、他者の視点が読書によって育まれ
ると説く書。

「教養への誘い」「人間の記録」「パラダイムを越えて」「戦争と平和への希望」
「現代の重要問題」の各章でテーマをもうけて図書を紹介。見開き2ページの紹
介文と、著者と時代背景についてのコメントもついている。「本の買い方選び方」
も丁寧。

文系人間にはなかなか馴染みがないが、知らなかった分野について知り、知的興
奮を味わえる理系の図書を生物、医学、数学など分野ごとで紹介してくれる本。
紹介文から興味を持てる。

一夜一冊の書評の数は実に1144冊に及びます。あらゆる分野にわたる、縦横無
尽な書評を読むだけでも満足感が得られる書。もちろん読んでみたい1冊との出
会いもあります。

WA

SA

HI

SA

MA

000060858

000060668

000060684

000060729

000060831

和田渡著

齋藤孝著

広島大学101冊の本委員会編

齋藤孝 [ 著 ]

松岡正剛著
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図書館、うまく使えてますか？

「読む」ってどういうこと？

知の海に漕ぎ出すための入門書→

あなたの読書は紙派？デジタル派？

調べ方、わかりますか？

015

019.04

019.9

019.9

015.2

図書館活用術　
情報リテラシーを身につけるために

読むことの力　〔講談社選書メチエ〕

教養のためのブックガイド　

読書脳　ぼくの深読み300冊の記録

図書館で調べる　〔ちくまプリマー新書〕

調べたいことがネットで簡単に検索できる現代。あえて図書館で情報検索する意
味は？図書館ってどういう所？あなたの情報リテラシー、向上させてみません
か。

分野の異なる研究者たちが「読む」ことについて様々な角度から語った東大での
講義をまとめたもの。あなたはどう「読み」ますか？「読む」ことに対する認識
が変わるかもしれません。

東京大学教養学部が、教養教育の実践として新入生に提示するブックガイドで
す。ホメロスから舞城王太郎まで、370冊の知の饗宴。あなたが手に取りたくな
るのはどの本ですか。

知の巨人立花隆による読書案内。電子書籍と紙の本では脳の働き方が違うんで
す。石田英敬東大図書館副館長と「読書の未来」を語り尽くした対談も収録。

現役図書館司書が、図書館の使い方を分かりやすく伝授します。書架と分類の
しくみ、使えるレファレンスツール、検索することばのセンスを磨く方法など、

「情報のひねり出し方」がわかるかも。

FU

CA

KO

TA

TA

000061054

000060688

000060706

000060774

000060961

藤田節子著

ロバート キャンベル編

小林康夫，山本泰編

立花隆著

高田高史著
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あとがきにかえて

　かつて、高校生の頃、同級生が、「なぜ大
学に行くのですか」と担任の先生に質問し
たことがあった。すると、先生は、「青空を
見るため」と答えられた。青空など、小学校
に入る前から、見飽きているということに、
あるいはなるのかもしれない。それはそうい
うことである。但し、先生がそういう言葉を
使われた時のお気持ちを理解しえたものかと
言うと、否である。また、先生は、行かない
という選択にも十分意味があると考えておら
れたようである。松尾芭蕉は、荘子に学ん
で、その人生観の上で、無用の用ということ
を考えた。大学で学ぶこと、身に付けること
は山ほどあるが、その中の一つに、自己流の
コスモロジーの構築というのがある。同時代
の社会には無用のものかもしれないが、真に
人間にとって大事なものを問題にして、自己
流のコスモロジーの構築をやってほしいと願
う次第である。そこで要請されるのが、一般
教養である。このたび、本学の教職員が、一
丸となって、この小冊子を作成した。皆さん
の自己流のコスモロジー構築に際して、きっ
と役立つであろう。

� 図書館長　尾上新太郎
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書　　　　　　名 推薦者 頁

I am a cat　〔Tuttle classics〕 内海 英樹 79

あいたくて　〔小さい詩集〕 長尾 厚子 23

青が散る（上・下）　〔文春文庫〕 坂本 秀生 8

赤毛のアン（７冊）　〔シリーズ・赤毛のアン〕 御代出 三津子 57

☆赤ちゃんの心と体の図鑑 庄司 靖枝 20

赤ひげ診療譚　〔新潮文庫〕 小崎 恭弘 32

赤ひげ診療譚　〔新潮文庫〕 泉野 裕美 47

赤目四十八瀧心中未遂　〔文春文庫〕 糟谷 泰子 81

明るいほうへ　〔金子みすゞ童謡集〕 澁谷 雪子 9

あなたの人生に「奇跡のリンゴ」をつくる本　 杉山 育代 10

あの声優が読むあの名作　 原田 昭子 103

「甘え」の構造　 木村 明人 84

アミターバ　無量光明　〔新潮文庫〕 小坂 素子 58

アメリカインディアンの教え　〔扶桑社文庫〕 中田 直美 51

アメリカ名詩選　〔ワイド版岩波文庫〕 山崎 麻由美 73

Alaska 風のような物語　 上月 素子 30

アラスカ光と風　〔福音館日曜日文庫〕 上月 素子 30

アラバマ物語　〔暮しの手帖の本〕 上月 素子 30

ありえない !? 生物進化論　データで語る進化の新事実 クジラは昔、
カバだった！　〔サイエンス・アイ新書〕 野村 慶雄 53

アルケミスト　夢を旅した少年 上田 國寛 5

アルケミスト　夢を旅した少年 片尾 恭子 82

アルジャーノンに花束を　 牛頭 哲宏 33

アルジャーノンに花束を　 澤田 美佐緒 49

アンネの日記　 後藤 晶子 34

EQ　こころの知能指数　〔講談社 +アルファ文庫〕 鎌田 美智子 17

異議あり！生命・環境倫理学　 土戸 敏彦 66

生き物の進化ゲーム　進化生態学最前線 生物の不思議を解く 笹井 隆邦 35

イギリス名詩選　〔岩波文庫〕 山崎 麻由美 73

書名索引
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書　　　　　　名 推薦者 頁

イギリスはおいしい　〔文春文庫〕 光成 研一郎 43

医師は最善を尽くしているか　医療現場の常識を変えた11のエピソード 足立 了平 46

意識の弁証法　人間形成論入門 長尾 厚子 23

一生感動一生青春　 坂本 啓 89

一生懸命って素敵なこと　 西村 久美子 100

一色一生　 大森 雅人 28

☆一歩進んだ口腔ケア 高藤 真理 50

いつも心に音楽が流れていた　 瀬川 和子 36

遺伝子が処方する脳と身体のビタミン　〔東京大学超人気講義録〕 松元 英理子 69

イニシエーション・ラブ　〔文春文庫〕 高松 邦彦 65

犬から見た世界　その目で耳で鼻で感じていること 野村 慶雄 53

いのちをいただく　 柳原 利佳子 44

いのちの食べかた　〔よりみちパン！セ〕 泉野 裕美 47

いのちの始まりと終わりに　 尾﨑 雅子 16

いのちは見えるよ　〔いのちのえほん〕 畑 吉節未 24

インターセックス　〔集英社文庫〕 江上 芳子 15

ヴェネツィアの宿　〔文春文庫〕 中川 朋恵 96

兎の眼　 澤田 美佐緒 49

〔内橋克人同時代への発言〕（１・４） 酒井 健雄 7

宇宙はなぜこんなにうまくできているのか　〔知のトレッキング叢書〕 原田 昭子 103

海からの贈物　〔新潮文庫〕 後藤 晶子 34

海は生きている　〔自然と人間〕 柳 敏晴 72

エクリ　 藤本 由佳利 40

絵本で子育て　子どもの育ちを見つめる心理学 多田 琴子 37

絵本星の王子さま　 溝部 潤子 56

延命医療と臨床現場　人工呼吸器と胃ろうの医療倫理学 尾﨑 雅子 16

黄金の夢の歌　 岩越 美恵 62

オオカミ少女はいなかった　心理学の神話をめぐる冒険 後藤 晶子 34

書名索引
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書　　　　　　名 推薦者 頁

大きな森の小さな家　〔インガルス一家の物語〕 今西 麻樹子 6

オーケストラの職人たち　〔文春文庫〕 中川 朋恵 96

置かれた場所で咲きなさい　 御代出 三津子 57

置かれた場所で咲きなさい　 植木 あかね 78

お香が好き。　にほんの香りを楽しむための便利帖 中道 敦子 52

おこだでませんように　 畑 吉節未 24

音のない記憶　ろうあの写真家井上孝治　〔角川文庫〕 関 雅幸 11

☆おどろき！なっとく★わくわくサイエンス　みんなでナゾ解き身近な不思議 笹井 隆邦 35

おばあちゃんの隣りで　見守られて育つ時間 島内 敦子 19

おひとりさまの老後　 谷口 由佳 21

面白いほどよくわかる脳のしくみ　記憶力、発想力、集中力はすべて脳
がつかさどる　〔学校で教えない教科書〕 上原 弘美 48

オリエント急行の殺人　〔創元推理文庫〕 高松 邦彦 65

オリンピック全大会　人と時代と夢の物語　〔朝日選書〕 柳 敏晴 71

オレ様化する子どもたち　〔中公新書ラクレ〕 近藤 みづき 64

海峡の霧 瀬川 和子 36

飼い喰い　三匹の豚とわたし 坊垣 美也子 13

会計学入門　会計・監査の基礎を学ぶ 高藤 真理 50

外国語を身につけるための日本語レッスン　 中田 康夫 67

香をたのしむ　ハートフルフレグランスのすすめ　〔日本人の癒し〕 中道 敦子 52

価格破壊　〔角川文庫〕 加藤 伸幸 83

覚悟の磨き方　超訳吉田松陰 福田 良介 107

学術論文の技法　 松田 光信 25

語るピカソ　 藤本 由佳利 40

かっこうの親もずの子ども　 鷲尾 真理 112

蝦蟇の油　自伝のようなもの　〔岩波現代文庫〕 牛頭 哲宏 33

カモメに飛ぶことを教えた猫　〔白水Ｕブックス〕 畑 吉節未 24

カラマーゾフの兄弟（上・中・下）　〔新潮文庫〕 旭 次郎 4

下流志向　学ばない子どもたち働かない若者たち　〔講談社文庫〕 近藤 みづき 64

書名索引
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書　　　　　　名 推薦者 頁

☆ガン回廊の朝（上・下） 中村 忠司 97

考える技術　 大森 雅人 28

考える練習　 鷲尾 真理 112

環境教育辞典　 柳 敏晴 71

感情労働としての看護　 高宮 洋子 59

完本日本語のために　〔新潮文庫〕 中川 朋恵 96

木のいのち木のこころ　「天・地・人」　〔新潮文庫〕 中田 康夫 67

「聞く力」を鍛える　〔講談社現代新書〕 松尾 寛子 41

☆聴くことの力　臨床哲学試論 酒井 健雄 7

奇跡の脳　 御代出 三津子 57

奇跡のリンゴ　「絶対不可能」を覆した農家木村秋則の記録 杉山 育代 10

きつねのでんわボックス　 畑 吉節未 24

きみのかわりはどこにもいない　 畑 吉節未 24

君たちはどう生きるか　〔ワイド版岩波文庫〕 鷲尾 真理 112

気持ちが伝わる手紙・はがきの書き方全集　あらゆるケースに対応！　
〔PHP ビジュアル実用 books〕 畑山 千賀子 54

救命センターからの手紙　ドクター・ファイルから　〔集英社文庫〕 今西 麻樹子 6

救命センター当直日誌　〔集英社文庫〕 今西 麻樹子 6

教行信証の哲学　 尾上 新太郎 29

教師のための防災教育ハンドブック　 柳 敏晴 71

教養のためのブックガイド　 図書館 114

虚数の情緒　中学生からの全方位独学法 原田 昭子 103

キリスト教とイスラム教　どう違うか50の Q&A　〔新潮選書〕 光成 研一郎 43

銀の匙　〔角川文庫〕 坊垣 美也子 13

空白の天気図　〔文春文庫〕 松田 正文 14

クオレ（上・下）　〔偕成社文庫〕 上田 國寛 5

苦海浄土　〔世界文学全集〕 松元 英理子 69

くっついた　 八十 友佳里 111

グッドラック　 小山 みなと 88

書名索引
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書　　　　　　名 推薦者 頁

くらべない生き方　人生で本当に大切にするべき10のこと 坂本 啓 89

クレーの天使　 藤本 由佳利 40

グレート・ギャツビー　〔村上春樹翻訳ライブラリー〕 脇本 聡美 45

クローズアップ人体のしくみ図鑑 小谷 伸一 87

☆ケアの社会学　当事者主権の福祉社会へ 岩越 美恵 62

☆ケアの本質　生きることの意味 中田 直美 51

〔ゲド戦記〕（６冊） 上月 素子 31

獣の奏者　〔講談社青い鳥文庫〕（４冊） 澤田 美佐緒 49

ゲルハルト・リヒター写真論／絵画論　 藤本 由佳利 40

「健康格差社会」を生き抜く　〔朝日新書〕 中田 直美 51

現代語裏辞典　 平川 愛恵 105

建築家安藤忠雄　 野村 秀明 68

憲法九条、未来をひらく　〔岩波ブックレット〕 足立 了平 46

香道入門　〔淡交ムック〕 中道 敦子 52

図解香道の作法と組香　 中道 敦子 52

香道具　〔NHK 美の壺〕 中道 敦子 52

幸福な食卓　 泉野 裕美 47

コーチングのすべて　その成り立ち・流派・理論から実践の指針まで 柳 敏晴 70

告白　〔中公文庫〕 河野 あゆみ 18

心を整える。　勝利をたぐり寄せるための56の習慣 小谷 伸一 86

心に響く小さな５つの物語　 福田 昌代 55

心のくすり箱　〔岩波現代文庫〕 栗岡 誠司 63

☆こころの処方箋 祝迫 治雄 76

ご冗談でしょう、ファインマンさん（上・下）　〔岩波現代文庫〕 牛頭 哲宏 33

古色大和路　入江泰吉の心象風景 山崎 麻由美 73

子どもと歩けばおもしろい　対話と共感の幼児教育論 多田 琴子 37

子どもと声に出して読みたい実語教　日本人千年の教科書 中田 直美 51

こどもの一生　ベイビーさん　〔中島らも戯曲選〕 河野 あゆみ 18

書名索引
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書　　　　　　名 推薦者 頁

子供の「脳」は肌にある　〔光文社新書〕 松尾 寛子 42

子どもたちに「生き抜く力」を　釜石の事例に学ぶ津波防災教育 大森 雅人 28

☆子どもと悪　今ここに生きる子ども 多田 琴子 38

☆子どもの心と体の図鑑 庄司 靖枝 20

子どもを選ばないことを選ぶ　いのちの現場から出生前診断を問う 島内 敦子 19

子供をもつと夫婦に何が起こるか　 島内 敦子 19

この子を殘して　 栗岡 誠司 63

この数学書がおもしろい　 平川 愛恵 105

このみちをゆこうよ　〔金子みすゞ童謡集〕 澁谷 雪子 9

媚びない人生　 松尾 寛子 41

☆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 平川 愛恵 106

こんな夜更けにバナナかよ　筋ジス・鹿野靖明とボランティアたち　
〔文春文庫〕 小崎 恭弘 32

ザ・マインドマップ（２冊） 柳 敏晴 70

☆坂の上の雲（６冊） 沼田 実 101

里山資本主義　日本経済は「安心の原理」で動く　〔角川 one テーマ21〕 大森 雅人 28

山椒大夫・高瀬舟　他四篇　〔岩波文庫〕 糟谷 泰子 81

3.11の記録　震災が問いかけるコミュニティの医療　〔食べる－生きる力
を支える ： 歯科医師会からの提言〕 足立 了平 46

死とどう向き合うか　 尾﨑 雅子 16

自己の修復　 西出 順子 60

自己の治癒　 西出 順子 60

至高の音楽　クラシック永遠の名曲 福田 昌代 55

☆仕事のための12の基礎力　｢キャリア｣ と ｢能力｣ の育て方 十九百 君子 22

沈まぬ太陽　〔山崎豊子全集〕（21-23） 畑山 千賀子 54

シッダールタ　 平川 愛恵 106

シッダールタの旅　 平川 愛恵 105

☆縛らない看護 柳生 敏子 61

Justice　what's the right thing to do? 平川 愛恵 106

書名索引
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書　　　　　　名 推薦者 頁

自由からの逃走　〔現代社会科学叢書〕 戸川 晃子 39

銃・病原菌・鉄（上・下）　一万三〇〇〇年にわたる人類史の謎 溝部 潤子 56

銃・病原菌・鉄（上・下）　一万三〇〇〇年にわたる人類史の謎 野村 秀明 68

就活の神さま　自信のなかったボクを「納得内定」に導いた22の教え 柏原 美華 80

18歳の読書論　図書館長からのメッセージ 図書館 113

14歳からの哲学　考えるための教科書 上原 弘美 48

14歳からの哲学　考えるための教科書 中田 康夫 67

なぜ学び、なにを学ぶのか　〔16歳の教科書 ： ドラゴン桜公式副読本〕 野田 育宏 102

授業を変えるコトバとワザ　小学校教師のコミュニケーション実践　
〔新時代教育のツボ選書〕 牛頭 哲宏 33

☆少子社会日本　もうひとつの格差のゆくえ　〔岩波新書〕 谷口 由佳 21

情緒と創造　 瀬川 和子 36

少年動物誌　〔福音館文庫〕 光成 研一郎 43

植物図鑑　 庄司 靖枝 20

ショパンの手紙　 戸川 晃子 39

白い馬　Weisses Rössl 山崎 麻由美 73

白い巨塔　〔山崎豊子全集〕（6-8） 畑山 千賀子 54

新文学入門　T・イーグルトン『文学とは何か』を読む　〔岩波セミナー
ブックス〕 平川 愛恵 105

新歳時記　 小坂 素子 58

人生に大切なことはすべて絵本から教わった　 瀬川 和子 36

新編悪魔の辞典　〔岩波文庫〕 後藤 晶子 34

新編教えるということ　〔ちくま学芸文庫〕 祝迫 治雄 76

☆シンボリック相互作用論　パースペクティヴと方法 松田 光信 25

〔深夜特急〕（３冊） 西 健治 98

〔深夜特急〕（３冊） 伴仲 謙欣 104

〔深夜特急〕（３冊） 三林 一哉 109

スタンダード社会歯科学　 高藤 真理 50

スティグマの社会学　烙印を押されたアイデンティティ 松田 光信 25

書名索引
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書　　　　　　名 推薦者 頁

スティグマの社会学　烙印を押されたアイデンティティ 杉本 真輝 93

スポーツの世界地図　 柳 敏晴 71

スポーツの歴史と文化　スポーツ史を学ぶ 柳 敏晴 71

成功の掟　若きミリオネア物語 西 健治 98

政治のことよくわからないまま社会人になってしまった人へ　ひとめでわ
かる図解入り 井上 俊子 75

聖職の碑　〔講談社文庫〕 松田 正文 14

生態系を蘇らせる　〔NHK ブックス〕 高宮 洋子 59

生態系のふしぎ　失われた環境はどこまで再生できる？生態系でいちば
ん弱い立場の生き物は？　〔サイエンス・アイ新書〕 笹井 隆邦 35

生物と無生物のあいだ　〔講談社現代新書〕 松元 英理子 69

生物と無生物のあいだ　〔講談社現代新書〕 平川 愛恵 106

世界で一番美しい元素図鑑　 小谷 伸一 86

世界で一番美しい種子図鑑　キュー王立植物園公認 小谷 伸一 86

世界は文学でできている　〔対話で学ぶ「世界文学」連続講義〕 山崎 麻由美 74

世界を見る目が変わる50の事実　みんなで考えよう 泉野 裕美 47

セブン - イレブンのおにぎりは、なぜ、１日400万個売れるのか　 小谷 伸一 86

1945年のクリスマス　日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝 原田 昭子 103

戦士の休息　 関 雅幸 11

センス・オブ・ワンダー　 祝迫 治雄 76

専門家の知恵　反省的実践家は行為しながら考える 光成 研一郎 43

〔千夜千冊〕（８冊） 図書館 113

臓器農場　〔新潮文庫〕 鎌田 美智子 17

想像するちから　チンパンジーが教えてくれた人間の心 坊垣 美也子 13

☆それでも人生にイエスと言う 十九百 君子 22

大学新入生に薦める101冊の本　 図書館 113

☆大学生のためのレポート・論文術　〔講談社現代新書〕 栗岡 誠司 63

☆大学で勉強する方法　シカゴ大学テキスト 野田 育宏 102

☆第三の波 中村 忠司 97
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書　　　　　　名 推薦者 頁

対象関係論を学ぶ　クライン派精神分析入門 西出 順子 60

大丈夫やで　ばあちゃん助産師 （せんせい） のお産と育児のはなし 小坂 素子 58

大地の子　〔山崎豊子全集〕（19-20） 高松 邦彦 65

大地の子　〔山崎豊子全集〕（19-20） 坂本 啓 89

第四の生き方　「自分」を生かすアサーティブネス 原田 昭子 103

達人のサイエンス　真の自己成長のために 柳 敏晴 70

たとへば君　四十年の恋歌 尾﨑 雅子 16

田辺聖子全集（17）（姥うかれ） 鎌田 美智子 17

誰も知らない「名画の見方」　〔小学館101ビジュアル新書〕 山崎 麻由美 73

知の武装　救国のインテリジェンス　〔新潮新書〕 野村 秀明 68

しょせん、すべては小さなこと　〔小さいことにくよくよするな！〕 上原 弘美 48

父の詫び状　〔文春文庫〕 小崎 恭弘 32

超訳ニーチェの言葉　Die weltliche Weisheit von Nietzsche 小坂 素子 58

チョコレート工場の秘密　〔ロアルド・ダールコレクション〕 澁谷 雪子 9

チルドレンホスピタル　小児病院 江上 芳子 15

ツルはなぜ一本足で眠るのか　適応の動物誌 笹井 隆邦 35

ディズニー７つの法則　奇跡の成功を生み出した「感動」の企業理念 高藤 真理 50

手紙　 西村 久美子 100

できそこないの男たち　〔光文社新書〕 松元 英理子 69

哲学ディベート　「倫理」を「論理」する　〔NHK ブックス〕 中田 康夫 67

哲学の教科書　〔講談社学術文庫〕 土戸 敏彦 66

デュルケム自殺論　〔有斐閣新書〕 松田 光信 25

寺山修司詩集　〔ハルキ文庫〕 野村 秀明 68

天皇の逝く国で　〔始まりの本〕 坊垣 美也子 13

東京バンドワゴン　 三林 一哉 109

統計学が最強の学問である　 関 雅幸 11

統合失調症がやってきた　 河野 あゆみ 18

統合失調症がやってきた　 塩江 真理 92
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書　　　　　　名 推薦者 頁

時に海を見よ　これからの日本を生きる君に送る　〔双葉文庫〕 井上 俊子 75

読書のチカラ　 図書館 113

読書脳　ぼくの深読み300冊の記録 図書館 114

図書館活用術　情報リテラシーを身につけるために 図書館 114

図書館で調べる　〔ちくまプリマー新書〕 図書館 114

ともだち　 多田 琴子 37

トリセツ・ヤマイ　ヤマイ世界を俯瞰する 福田 昌代 55

ドリトル先生アフリカゆき　〔ドリトル先生物語全集〕 澤田 美佐緒 49

ナイン・ストーリーズ　〔新潮文庫〕 脇本 聡美 45

Now we are six　 上月 素子 31

長い長い殺人　〔光文社文庫〕 福田 昌代 55

中原中也詩集　〔新潮文庫〕 旭 次郎 4

「流れる臓器」血液の科学　血球たちの姿と働き　〔ブルーバックス〕 酒井 健雄 7

なぜ生きる [１] 杉山 育代 10

なぜ生きる ２ 杉山 育代 10

謎の村上春樹　 坂本 啓 89

名もなき毒　〔文春文庫〕 福田 昌代 55

ニーチェ　どうして同情してはいけないのか　〔シリーズ・哲学のエッセ
ンス〕 多田 琴子 38

「虹」から「回生」へ　〔コレクション鶴見和子曼荼羅〕 長尾 厚子 23

20代から知っておきたいお金のルール　 泉野 裕美 47

日本の「安心」はなぜ、消えたのか　社会心理学から見た現代日本の問
題点 伴仲 謙欣 104

日本の教師に伝えたいこと　 祝迫 治雄 76

日本の近代（上）　〔新潮新書〕 近藤 みづき 64

日本の近代（下）　〔新潮新書〕 近藤 みづき 64

日本の思想　〔岩波新書〕 谷口 由佳 21

日本型環境教育の知恵　人・自然・社会をつなぎ直す 柳 敏晴 72

にほんご　 上月 素子 30
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書　　　　　　名 推薦者 頁

日本語語感の辞典　 上月 素子 30

日本人の価値観　「生命本位」の再発見 土戸 敏彦 66

日本的革命の哲学　日本人を動かす原理・その１　〔Non select〕 野村 秀明 68

人間というもの　〔PHP 文庫〕 中村 忠司 97

人間の達人本田宗一郎　 西 健治 99

にんげんだもの　 坂本 啓 90

にんげんだもの　 野田 育宏 102

☆人間であること　〔岩波新書〕 十九百 君子 22

人間らしさとはなにか？　人間のユニークさを明かす科学の最前線 江上 芳子 15

認知や行動に性差はあるのか　科学的研究を批判的に読み解く 柳原 利佳子 44

眠れないほど面白い『古事記』　〔王様文庫〕 畑中 道代 12

年代別女性の健康と働き方マニュアル　女性も男性も暮らしも職場も
happy! に ワーク・ライフ・バランスとヘルスケア 柳原 利佳子 44

脳のなかの幽霊　 溝部 潤子 56

ノーマン・ロックウェル画集　〔Moe books〕 山崎 麻由美 74

How I learned geography　 脇本 聡美 45

葉桜の季節に君を想うということ　〔Honkaku mystery masters〕 西 健治 99

橋をかける　子供時代の読書の思い出 井上 俊子 75

新釈走れメロス　他四篇　〔祥伝社文庫〕 河野 あゆみ 18

二十歳 （はたち） の君へ　16のインタビューと立花隆の特別講義 伴仲 謙欣 104

20歳のときに知っておきたかったこと　〔スタンフォード大学集中講義〕 坂本 秀生 8

20歳のときに知っておきたかったこと　〔スタンフォード大学集中講義〕 伴仲 謙欣 104

20歳のときに知っておきたかったこと　〔スタンフォード大学集中講義〕 安富 剛作 110

ハックルベリ・フィンの冒険　〔角川文庫〕 光成 研一郎 43

発達障害に気づかない大人たち（正編）　〔祥伝社新書〕 岩越 美恵 62

発達障害に気づかない大人たち（職場編）　〔祥伝社新書〕 岩越 美恵 62

発達障害の豊かな世界　 塩江 真理 92

発達臨床心理学　 岩木 信夫 77

母と子のおやすみまえの小さなお話365　〔ナツメ社こどもブックス〕 中田 直美 51
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書　　　　　　名 推薦者 頁

母と神童　五嶋節物語　〔小学館文庫〕 戸川 晃子 39

パパルール　あなたの家族を101倍ハッピーにする本 ファザーリング・
ジャパン公式テキスト 小崎 恭弘 32

番ねずみのヤカちゃん　〔世界傑作童話シリーズ〕 八十 友佳里 111

☆反貧困　「すべり台社会」からの脱出　〔岩波新書〕 谷口 由佳 21

卑怯を映す鏡　管見妄語 松尾 寛子 41

羊の歌（２冊）　〔岩波新書〕 酒井 健雄 7

筆順のはなし　〔中公新書ラクレ〕 牛頭 哲宏 33

ヒトはどうして死ぬのか　死の遺伝子の謎　〔幻冬舎新書〕 尾上 新太郎 29

人は見た目が９割　〔新潮新書〕 上原 弘美 48

☆人を動かす 竹田 誠 94

100万回生きたねこ　 関 雅幸 11

ヒューマン　なぜヒトは人間になれたのか 加藤 伸幸 83

氷点（４冊）　〔角川文庫〕 鎌田 美智子 17

貧困の克服　〔集英社新書〕 小崎 恭弘 32

フィールド・オブ・ドリームス　〔Screenplay〕 十九百 君子 22

フィレンツェ田舎生活便り　小さな村の春・夏・秋・冬 中川 朋恵 96

フーリエの冒険　 今西 麻樹子 6

フェルマーの最終定理　〔新潮文庫〕 平川 愛恵 105

フォークの歯はなぜ四本になったか　実用品の進化論　〔平凡社ライブ
ラリー〕 西 健治 98

複合汚染　〔新潮文庫〕 松元 英理子 69

武士道　〔対訳ニッポン〕 上田 國寛 5

不平等社会日本　さよなら総中流　〔中公新書〕 谷口 由佳 21

不毛地帯　〔山崎豊子全集〕（12-15） 高松 邦彦 65

フルトヴェングラー　〔岩波新書〕 松田 正文 14

☆触れるケア　見て、試して、覚える　看護技術としてのタッチング 柳生 敏子 61

〔フロイト全集〕（1・3・5・6・9・11・12・13・14・15・16・19・20・21） 西出 順子 60

フロー行動療法本舗　幸福のためのエクササイズ 野村 慶雄 53
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書　　　　　　名 推薦者 頁

☆プロカウンセラーの聞く技術 塩江 真理 92

文系のための理系読書術　〔知のトレッキング叢書〕 図書館 113

分娩台よ、さようなら　あたりまえに産んで、あたりまえに育てたい 島内 敦子 19

へたも絵のうち　〔平凡社ライブラリー〕 藤本 由佳利 40

ヘレン・ケラーはどう教育されたか　サリバン先生の記録 高宮 洋子 59

「便利な」保育園が奪う本当はもっと大切なもの　 松尾 寛子 41

方丈記． 徒然草　〔新日本古典文学大系〕 旭 次郎 4

豊饒の海（４冊）　〔新潮文庫〕 鎌田 美智子 17

ボクの学校は山と川　 森松 伸一 26

僕は、そして僕たちはどう生きるか　 鷲尾 真理 112

僕たちは発達しているよ　 松尾 寛子 41

ポジティブ心理学　21世紀の心理学の可能性 柳 敏晴 70

魔王　 西 健治 98

Mother　いのちが生まれる 島内 敦子 19

〔マザー・グースのうた ＝ The songs of Mother Goose〕（５冊） 平川 愛恵 106

街場の教育論　 近藤 みづき 64

街場の大学論　ウチダ式教育再生　〔角川文庫〕 中村 忠司 97

街場の憂国論　〔犀の教室〕 戸川 晃子 39

マディソン郡の橋　 久留島 晴香 85

まど・みちお全詩集　 八十 友佳里 111

☆学びのティップス　大学で鍛える思考法 野田 育宏 102

マンガでわかるはじめての統合失調症　 岩越 美恵 62

☆万葉秀歌（上・下）　〔岩波新書〕 上田 國寛 5

身近な雑草のふしぎ　野原の薬草・毒草から道草まで、魅力あふれる不
思議な世界にようこそ　〔サイエンス・アイ新書〕 井上 文雄 27

身近なムシのびっくり新常識100　いもむしが日本を救う？めったに見つ
からないカブトムシ？　〔サイエンス・アイ新書〕 井上 文雄 27

水危機ほんとうの話　〔新潮選書〕 柳 敏晴 72

道をひらく　 田中 一平 95

書名索引



129

書　　　　　　名 推薦者 頁

無痛文明論　 土戸 敏彦 66

村上春樹で世界を読む　 坂本 啓 89

☆メダカが消える日　自然の再生をめざして 笹井 隆邦 35

☆ Medicine　医学を変えた70の発見 柳生 敏子 61

もういちど読む山川日本近代史　 畑山 千賀子 54

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 高藤 真理 50

モチベーション3.0　持続する「やる気！（ドライブ！）」をいかに引き出すか 坂本 秀生 8

物語の役割　〔ちくまプリマー新書〕 尾上 新太郎 29

ももこの世界あっちこっちめぐり　 長尾 厚子 23

薬剤師と薬学生のためのコミュニケーション実践ガイド　患者カウンセリ
ング・服薬指導のスキルを磨く 栗岡 誠司 63

安岡正篤活学一日一言　己を修め、人を治める　〔致知一日一言シリーズ〕 猿渡 康博 91

「図解」安岡正篤の人間学　人間のあるべき姿と真の成功とは 猿渡 康博 91

☆病いの語り　慢性の病いをめぐる臨床人類学 松田 光信 25

やりなおし教養講座　〔NTT 出版ライブラリーレゾナント〕 酒井 健雄 7

やるべきことが見えてくる研究者の仕事術　プロフェッショナル根性論 坂本 秀生 8

友情の書簡　クララ・シューマンヨハネス・ブラームス 戸川 晃子 39

ユニクロ監査役が書いた伸びる会社をつくる起業の教科書　 小谷 伸一 86

弓と禅　 井上 俊子 75

夢をかなえるゾウ　 堀田 佳子 108

夢野久作集　〔創元推理文庫〕 河野 あゆみ 18

ユング心理学入門　 塩江 真理 92

養生の実技　つよいカラダでなく　〔角川 one テーマ21〕 野村 慶雄 53

幼稚園真諦　〔倉橋惣三文庫〕 岩木 信夫 77

養老孟司の「逆さメガネ」　〔PHP 新書〕 野村 慶雄 53

ヨーロッパ退屈日記　〔新潮文庫〕 畑中 道代 12

よだかの星　〔新版宮沢賢治童話全集〕 足立 了平 46

読むことの力　〔講談社選書メチエ〕 図書館 114

夜と霧　 西 健治 98
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書　　　　　　名 推薦者 頁

☆「弱さ」のちから　ホスピタブルな光景 尾﨑 雅子 16

羅生門・鼻他　〔日本名作選〕 旭 次郎 4

らせん　 畑山 千賀子 54

Lean in （リーン・イン）　女性、仕事、リーダーへの意欲 庄司 靖枝 20

利己的な遺伝子　 坂本 秀生 8

リスク心理学入門　ヒューマン・エラーとリスク・イメージ 柳 敏晴 70

リハビリの夜　〔シリーズケアをひらく〕 十九百 君子 22

root から／へのメッセージ　〔ASCII books〕 関 雅幸 11

ルネッサンス　再生への挑戦 大森 雅人 28

礼節のルール　思いやりと品位を示す不変の原則25 中田 康夫 67

霊長類ヒト科動物図鑑　〔文春文庫〕 畑中 道代 12

レヴォリューション No.3　 三林 一哉 109

老人と海　〔新潮文庫〕 脇本 聡美 45

老年精神医学講座　 柳生 敏子 61

☆老年臨床心理学　老いの心に寄りそう技術 柳生 敏子 61

若山牧水歌集　〔岩波文庫〕 旭 次郎 4

「わかり方」の探究　思索と行動の原点 多田 琴子 37

わかりやすいはわかりにくい？　臨床哲学講座　〔ちくま新書〕 庄司 靖枝 20

わかることはかわること　対談 井上 俊子 75

忘れられた日本人　〔宮本常一著作集〕 伴仲 謙欣 104

私にふさわしいホテル　 高松 邦彦 65

わたしと小鳥とすずと　〔金子みすゞ童謡集〕 澁谷 雪子 9

わたしはマララ　教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女 澤田 美佐緒 49

わっしょいのはらむら　 多田 琴子 37

われわれはなぜ死ぬのか　死の生命科学 尾上 新太郎 29
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表紙イラスト　赤松愛莉

イメージコンセプト
　 “もう１人の自分を探し客観的に見つめる”
　 　入学したてまたは、在学中の学生はまだま

だ自分に迷いがあると思います。そのため、
まだ鏡の外にいます。ですが、門をくぐると
見えてくる光の先にそれぞれの人生の正解あ
るいは、希望があると考えました。この鏡は
その光に行くための第１の門です。ここで自
分を見つめます。本を選ぶことも意味していま
す。森をさまよっているイメージです。この時
点で未来に繋がる切符を手に入れることがで
きました。あらゆる本を読むことで様 な々考え
や、してみたいことが生まれることでしょう。
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