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国際正義の論理 押村高
講談社現
代新書

2008

山脇直司『公共哲学とは何か』
(ちくま新書、2004年)、馬渕浩二
『貧困の倫理学』(平凡社新書、
2015年)

石田三千雄

グローバルな正義の問題を考える場合、全体
的な見通しを得るために読むことを勧めま
す。参考図書の１冊目はこの問題が広く公共
性にも関わっていることを示し、２冊目はグ
ロバールな正義を特に貧困に関して論じたも
のです。

永遠平和のために
カント、
宇都宮芳
明訳

岩波文庫 1985
大澤真幸『憲法９条とわれらが日
本』(筑摩選書、2016年)

石田三千雄

平和と戦争の問題を考えるときの必読の古典
です。参考図書は単純な改憲と護憲の論議を
越えた、憲法９条に関わる問題点を原理的な
観点から論じた問題提起の本です。

イスラーム国の衝撃 池内恵 文春新書 2015

内藤正典『イスラム戦争 中東崩
壊と欧米の敗北』集英社新書、二
〇一五年。
中田考『イスラーム 生と死と聖
戦」集英社新書、二〇一五年。
川上泰徳『「イスラム国」はテロ
の元凶ではない　グローバル・ジ
ハードという幻想』集英社新書、
二〇一七年。

熊坂元大

必ずイスラーム関係の他の文献も読んで、理
解を深めたうえでコメントすること。参考図
書の著者の他の著作でも構わない。また井筒
俊彦や山内昌之のイスラーム入門書も理解の
助けになるだろう。コメントで引用・参照し
た箇所については、必ずその都度、書誌情報
（頁数まで）を記載すること。

韓国「反日」の真相 澤田克己 文春新書 2015
古田博司『朝鮮民族を読み解く
北と南に共通するもの』ちくま学
芸文庫、二〇〇五年。

熊坂元大

必ず韓国・朝鮮の社会・政治文化について他
の文献も読んで、理解を深めたうえでコメン
トすること。参考図書として挙げたもの以外
でも構わないが、攻撃的なタイトルのいわゆ
る「嫌韓本」は認めない。コメントで引用・
参照した箇所については、必ずその都度、書
誌情報（頁数まで）を記載すること。

下り坂をそろそろと下る
平田オリ
ザ

講談社現
代新書

2016 吉田昌市 今日の日本を考えるよすがとして

無名
沢木耕太
郎

幻冬社文
庫

2006 吉田昌市
著者の父の姿を描いたもの、こんな生き方を
どう思いますか？

ことばと文化 鈴木孝夫 岩波新書 1973

推薦図書一冊だけでよいが、余裕
のある人は鈴木孝夫『日本語と外
国語』（岩波新書、1990）も読む
とよい。

依岡隆児 言語や文化に興味のある人は読むと良い。

異文化理解 青木保 岩波新書 2001
推薦図書一冊だけでよいが、余裕
のある人は青木保『多文化世界』
（岩波新書、2003年）

依岡隆児
グローバル化する世界における文化の重要性
を説いており、文化や外国のことに関心のあ
る人に薦める。

日本人は「国際感覚」な
んてゴミ箱へ捨てろ！

ケント・
ギルバー
ト

祥伝社 2017
ケント・ギルバート『日本人の傾
向と対策』(2016)

森岡芳洋

表題と著者名で反感を覚える人もいるかもし
れませんが、現在の世界での日本について考
えさせてくれます。「英語で発信することの
意味」という記述もあります。

危うし！小学校英語
鳥飼玖美
子

文春文庫 2006
2016(6刷)

鳥飼玖美子『本物の英語力』
(2016)

森岡芳洋

この本が最初に出版されて以来、小学校英語
は必修化から科目化の段階に入ろうとしてい
ますが、日本人と英語との関係を具体的に吟
味する観点を提供してくれます。

平成２９年度 総合科学部「読書レポート」推薦図書一覧
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ゴジラとエヴァンゲリオ
ン

長山靖生 新潮新書 2016

推薦図書一冊だけでよいが、関心
があれば、昨年話題になったゴジ
ラについて「ゴジラの精神史」
（小野俊太郎、彩流社）や「モス
ラの精神史」（小野俊太郎、講談
社現代新書＜絶版＞）などを併せ
て読むとよい。

宮崎隆義

昨年話題となった映画「シン・ゴジラ」とア
ニメの「エヴァンゲリオン」には共通するも
のがあります。何か？ゴジラの系譜と「エ
ヴァンゲリオン」の神話的な世界には、（謎
の異形の怪物だけれども）侵略に対する不
安、核の問題、政治状況や国際情勢、父と子
の関係、言語、音楽、古き時代のイメージの
連鎖と、あらゆる要素を解きほぐすと、映画
やメディアの意図が透けて見えます。原点の
「ゴジラ」からアニメの傑作「エヴァンゲリ
オン」まで、アニメの町徳島ならでは考察を
試みてはいかがでしょう。

漱石を読みなおす 小森陽一
岩波現代
文庫

2016
推薦図書一冊だけでよいが、関心
があればもちろん夏目漱石の作品
を読みなおしてください。

宮崎隆義

没後100年、生誕150年でまたブームとなった
夏目漱石だが、今のグローバル時代を考える
と、英文学という異文化に触れ、ひとりロン
ドンで苦悩しながら暮らした漱石の姿とその
胸に去来したものが、大きなヒントになるで
しょう。漱石の「個人主義」がどういうもの
か、留学や異文化体験でも少しはわかるかも
しれません。混迷する世界情勢を考えると、
昔の人の考えが新たな価値を持ってくるかも
しれません。

海と毒薬 遠藤周作 新潮文庫 1960

推薦図書一冊だけでよいが、関心
があれば同じ著者の作品で今映画
化されて話題の『沈黙』なども読
んでみるとよい。

宮崎隆義
井戸慶治

推薦図書は、戦時中捕虜となったB29乗組員を
某大学病院で生体解剖した事件を素材とした
小説。文学作品なので、論理的な作品とはレ
ポートの書き方が少し異なる。まずはテキス
トを読んで、自分の感じたこと、考えたこ
と、興味深いと思ったことを中心にして、そ
れが説得力をもって読み手に伝わるように書
くとよい。

不機嫌な姫とブルック
ナー団

高原英里 講談社 2016

推薦図書一冊だけでよいが、周辺
事情に関心があれば、ワーグナー
やブラームスの伝記、ハンスリッ
ク『音楽美論』（岩波文庫、絶
版）などを読むとよい。

井戸慶治

クラシック音楽ファン向けのライトノヴェル
だが、詳細な調査にもとづいている。図書館
職員のゆたきがコンサートで出会った三人の
さえないブルックナーファンの男たちとの交
流の中で、ブルックナーの人間性と19世紀後
半のドイツ音楽界の裏事情を明らかにしてゆ
く。著者は、怪奇幻想文学関連の論考やアン
ソロジーも出している文芸評論家でもある。
レポートの書き方については上の欄を参照の
こと。

すべては音楽から生まれ
る

茂木健一
郎

ＰＨＰ新
書

2008
茂木健一郎『音楽の捧げもの』を
はじめ音楽関係の図書

石川榮作
音楽は心を豊かにし、人生を豊かにしてくれ
ます。

いやいやながら医者にさ
れ

モリエー
ル/鈴木力
衛訳

岩波文庫 1962

モリエールは大変面白いので岩波
文庫の他の作品も読んでみると良
いでしょう。図書館には鈴木力衛
の旧全集が揃っています。

大渕　朗

医者をやたらにコケにするのはモリエールの
劇に非常に多いのですが、これは、その中で
も最も面白い劇の一つです。文豪モリエール
ですが、「文豪」にしてはお下品ギャグ満載
で読んでいてずっと笑いまくっていました。
国立コメディ・フランセーズのDVDでも観まし
たが実際に見ても実に楽しい作品です。

第七官界彷徨 尾崎翠 河出文庫 2009

全く忘れ去られていた作家ですが
最近非常に知られるようになって
いる人です。面白いと思って頂け
たら他の作品も読んでみると良い
でしょう。ちくま文庫の尾崎翠集
成か筑摩書房の尾崎翠全集が良い
のではないかと思います。

大渕　朗

『第七官界彷徨』というのは人間の五官（五
感）を超えた第六感をも超えた詩を書きたい
と思っている主人公とその主人公を取り巻く
どこか風変わりな人たちの日常を淡々と描い
た作品です。ドラマチックな展開を期待する
とがっかりしますが、大きな起伏がない中で
も、一風変わった人たちの日常が淡い色彩を
感じる様な文体で描かれていて不思議な魅力
のある作品です。この作品が非常に好きな漫
画家が第七女子会彷徨という、これも変わっ
たSF作品を書いています。漫画の内容は全く
関係ない物ですが不可思議な人たちの日常と
いう面では共通点があるのでしょう。感性の
豊かな作家だと思います。

フレスコ画への招待 大野彩
岩波アク
ティブ新
書

2003

関心があれば、色々なフレスコ画
を見てみると良いでしょう。大塚
国際美術館に非常に質の良い複製
があります。

大渕　朗

東洋、西洋の代表的なフレスコ画の紹介と、
フレスコ画の描き方についての簡単な紹介が
載っています。フレスコ画を実際に描くのは
左官屋をやらなくてはいけなくて相当大変そ
うですが、どうやって描かれているかを知る
だけでもとても楽しい。モメント・ドーロの
話なんか聞くだけでも嬉しくなります。白に
拘ったチマブーエの話も面白く、どれほど美
しいものだったか見れたら良かったのですが
残念です。
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夜回り先生：こころの授
業

水谷修
日本評論
社

2005

この本を読んで、生徒に寄り添う
ことの大切さ、生徒に愛情を配る
ことの大切さを実感した人は、
『夜回り先生の卒業証書』（日本
評論社、2004年）も読むとよい。

坂田大輔

教師をめざす人は、ぜひ読むとよい。４０回
分の日記をまとめたもので、優しく読みやす
い表現で書かれているが、内容は大変重い。
大人の無理解や暴力、学校でのいじめなどに
よって、犯罪に走ったり、リストカットや自
殺未遂を繰り返す若者の心に寄り添おうとす
る夜回り先生の生き方から、教師にとって大
切なことを学び取ってほしい。

オール１の落ちこぼれ、
教師になる

宮本延春 角川文庫 2009

この本を読んで、著者の生き方を
もっと知りたいと思った人は、
『未来のきみが待つ場所へー先生
はいじめられっ子であった』（講
談社、2006年）も読むとよい。

坂田大輔

著者は中学の成績がオール１からのスター
ト。２４歳で高校に進み、２７歳で名古屋大
学に合格、36歳で教員となり、母校に勤める
ことになった。「私が救われたように、もし
かして、私と出会うことで何かが変わる人が
いるかもしれない。その人の人生に希望や夢
を持つ素晴らしさを伝えることができるかも
しれない。」この著者の言葉は、この本を読
み進めてきた教員をめざすあなたの心をうつ
はずです。

桜宮高校バスケット部体
罰事件の真実：そして少
年は死ぬことに決めた

島沢優子
朝日新聞
出版

2014 中塚健太郎

スポーツを「する」「みる」「ささえる」上
で、選手として、指導者として、人間として
どのように向き合うべきか。自殺した少年と
残された家族の苦悩を理解することで、将来
のスポーツ教育がどうあるべきか考える契機
になればと思います。

たくましい心とかしこい
体：身心統合のスポーツ
サイエンス

征矢英
昭、坂入
洋右

大修館書
店

2016 中塚健太郎

身体と心の関係性について理解することは、
スポーツ活動だけでなく、日常生活において
も有益なことです。複合科学としてのスポー
ツ科学に興味がある学生にとって必読書とい
えるくらい内容が充実しています。多面的な
捉え方がされている「心」と「身体」につい
てスポーツ科学の観点から理解を深めてほし
いと思います。

心理学への異議：誰によ
る、誰のための研究か
(心理学エレメンタルズ)

Philip
Banyard
(原著)、
鈴木 聡志
(翻訳)

新曜社 2005

例えば『心理学・入門 --心理学
はこんなに面白い』 (有斐閣アル
マ)などの心理学に関する概論書
も参考にし、推薦図書の議論の方
向だけでなく、多面的な視点を
持ってレポートを作成してくださ
い。

内海千種

心理学の知見は、日常生活のあらゆる場面で
使用されているといっても過言ではありませ
ん。しかし日常生活の中で「心理学」そのも
のについて議論されることは、決して多くは
ありません。これを機に、学問としての心理
学について多面的に考えてみてください。

論争のなかの心理学：ど
こまで科学たりうるか
(心理学エレメンタルズ)

 Andy
Bell (原
著)、 渡
辺 恒夫
(翻訳)

新曜社 2006

別途推薦している『科学哲学の冒
険 サイエンスの目的と方法をさ
ぐる  』(NHKブックス)なども参
考にするとよいでしょう。

内海千種

心理学の知見は、日常生活のあらゆる場面で
使用されているといっても過言ではありませ
ん。しかし、その心理学の知見に関して行わ
れている議論に触れることは多くはありませ
ん。これを機に、「心理学」の効用と限界な
どについても考えてみましょう。

増補２１世紀の国富論 原丈人 平凡社 2013
岩井克人『社会は誰のものか』平
凡社、2005年

清水真人

原氏は世界的に有名なベンチャーキャピタリ
ストであり、本書ではこれからの日本を担う
若者へのメッセージが込められています。新
入生が原氏からのメッセージをどのように受
け止めたのか読書感想文に書いてもらえれば
と思います。

実は悲惨な公務員 山本直治
光文社新
書

2008

・大田肇『公務員革命: 彼らの
〈やる気〉が地域社会を変える』
ちくま新書、2011年。
・熊谷俊人『公務員ってなんだ?
：最年少市長が見た地方行政の真
実』ワニブックス、2012年。

小田切康彦

公務員とはどのような職業で、実際に何をし
ているのか。案外しらない公務員の実態を理
解する上で参考になります。

地方議員
佐々木信
夫

ＰＨＰ新
書

2009

・佐々木信夫『地方議員の逆襲』
講談社新書、2016年。
・相川俊英『地方議会を再生す
る』集英社新書、2017年。

小田切康彦

近年、バッシングの的となっている地方議
員。何が問題なのか。議会の実態と今後の方
向性について考えるうえで参考になります。

読んでいない本について
堂々と語る方法

ピエー
ル・バイ
ヤール

ちくま学
芸文庫

2016 石田和之

済学と倫理学 : アマル
ティア・セン講義

アマル
ティア・
セン

ちくま学
芸文庫

2016 石田和之
格差、不平等、貧困に興味がある人はどう
ぞ。
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聖地巡礼：世界遺産から
アニメの舞台まで

岡本亮輔 中公新書 2015

山中弘編『宗教とツーリズム』
（世界思想社、2012年）、門田岳
久『巡礼ツーリズムの民族誌』
（森話社、2013年）、岡本健編著
『コンテンツツーリズム研究』
（福村出版、2015年）など、現代
社会における観光（ツーリズム）
と信仰またはメディア・コンテン
ツとの関係を扱った諸文献。

高橋晋一

人は何を求めて「聖地」に向かうのか・・四
国遍路のような伝統的な巡礼からパワース
ポット、アニメの聖地巡礼まで幅広い対象を
事例として、現代社会における「聖地巡礼」
の持つ意味を明らかにする。現代社会におけ
る文化のダイナミズムを理解する上で参考に
なる本。

村：百姓たちの近世 水本邦彦

岩波新書
シリーズ
日本近世
史②

2015
藤木久志『戦国の作法』（平凡社
選書、１９８７年） 桑原恵

江戸時代の村人達がどのように生きてきたの
かが書かれている本です。
参考図書に挙げている本は、戦国時代の村に
ついて書かれている本ですので、比較しなが
ら読むと戦国時代から江戸時代への社会の変
化をより深く理解できます。

幕末から維新へ 藤田覚

岩波新書
シリーズ
日本近世
史⑤

2015
この本の最後に掲載されている参
考文献を参考にして下さい。

桑原恵
幕末から明治維新の変革期を政治・社会・国
際情勢など広い視点から捉え直して理解する
ことが出来る本です。

人工知能は人間を越える
か

松尾豊
KADOKAWA/
中経出版

2015

深層学習（Deep Learning）につ
いて理解を深めたいならば斎藤康
毅『ゼロから作るDeep
Learning』オライリージャパン、
2016など

掛井秀一

いま、なぜ人工知能がこれ程までに騒がれて
いるのか？本当に人工知能は社会にインパク
トを与えるのか？そんな疑問を抱いている学
生さんに．

徳島が好きになる本
徳島経済
研究所

徳島経済
研究所

2016
徳島の歴史を知りたい人は、船山
馨『お登勢』を読んでみよう。

玉真之介

みなさんが学ぶ徳島県は、こんなにすごい、
こんなに面白い。文化と経済からみた徳島の
情報満載。徳島県に就職を希望する人は必
見。1年生全員に無料で配布。

地方にこもる若者たち
：都会と田舎の間に出現
した新しい社会

阿部真大 朝日新書 2013

御気楽お気楽、色々な社会学を知
りたい方には『古市くん、社会学
を学び直しなさい！！』光文社新
書、2016を読んでみて下さい。適
当な軽やかな人間と結構真面目に
社会を考える人間がいることが分
かります。

矢部拓也

帯には、「地方都市はほどほどパラダイス
満員電車、高い家賃、ハードな仕
事・・・・。もう東京には憧れない。気鋭の
社会学者が描き出す、地方か見えてくる新し
い日本」とあり、社会学に興味がある方にお
薦めです。80年代からのJポップの変容なども
対象にしており、身近なものから社会を語る
視点をもつことができます。

学歴社会のローカル・ト
ラック：地方からの大学
進学

吉川徹
世界思想
社

2001

戦後の日本社会と受験、就職、昇
進レースなどについてより体系的
に学びたい場合は、『日本のメリ
トクラシー増補版：構造と心性』
東京大学出版会、2016を読んでみ
て下さい。

矢部拓也

島根県立横田高校の卒業生のその後を追っか
けることで、島根県における大学進学の意味
を考えてゆきます。なぜ、地方では公務員志
望や教員志望が多いのか？　公務員志望や教
員志望の人達に読んで貰いたい一冊です。

フェルマーの最終定理

サイモ
ン・シン
著（青木
薫 訳）

新潮文庫 2006

この本を読んで、サイモン・シン
に興味を持った場合は、同じ著
者、同じ翻訳者の『暗号解読上・
下』もお勧めです。

片山真一

フェルマーは、持っていた本の欄外に「 私は
この定理について真に驚くべき証明を発見し
たが、ここに記すには余白が狭すぎる。」と
いう言葉を残しました。その後の多くの数学
者の350年に渡る貢献と共に、最後に証明した
ワイルスの苦闘と、ドラマチックな顛末が、
数学の知識を持っていなくても楽しく読める
ように書かれています。

科学史人物事典 小山慶太 中公新書 2013

『道楽科学者列伝』は、同じ著者
が、ラボアジェ、ウォルター・ロ
スチャイル等、趣味として科学に
一生をささげた科学者を選りす
ぐって詳説したものです。

片山真一

この本では、数多くの科学者が面白いエピ
ソードと共に紹介されています。この本を読
んで興味を持った話題や科学者について、よ
り深く知りたくなるような良い科学入門書と
なっています。

研究不正：科学者の捏
造、改竄、盗用

黒木登志
夫

中公新書 2016

推薦図書だけで読めるが、そこで
取り上げられている一つの事件に
つき詳しく報告している「論文捏
造」 (中公新書ラクレ、村松
秀」も参考になるだろう．

日置善郎
本書は欧米や日本、中韓などを揺るがした不
正事例を豊富にとりあげながら、科学のある
べき未来を具体的に提言している．

科学者は戦争で何をした
か

益川敏英
集英社新
書

2015

同じスタンスで書かれた本とし
て、池内了著「科学者と戦争」
（岩波新書）2016年があります。
こちらは過去と現在をより広く、
そして深く対比させることで、科
学と軍事研究の関わりについて俯
瞰的にとらえたうえで、本質に迫
ります。

斉藤隆仁

益川さんはノーベル賞物理学受賞での記者会
見で「たいして嬉しくない」と発言したこと
でも有名です。そんな彼が、自身の空襲体験
をノーベル賞でなぜ語ったのでしょうか。最
先端の研究者の平和に対する思いを知り、そ
して大学生活を通して自分は何ができるかを
考えてほしいと思います。
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