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新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。現在は大学生活への

大きな期待と少しの不安が交錯している時期と思います。

最近、大学生は本を読まないと言われています。大学の教員や先輩に

よる本指摘は、学生時代にこそ読書すべきであったという後悔の言葉で

す。皆さんには、自分の専攻分野以外の読書を勧めます。この専攻分野

以外の読書が血となり肉となって自分の専門分野を極めることにつなが

ります。読書の際、内容が異なるものを２冊用意して同時並行で読むの

も一つの方法です。例えば、「気合いを入れないと読めない本」と「気楽

に読みこなせる本」を、その時の状況や気分に応じて読み進めると良い

でしょう。時間がなければ、就寝前の30分を読書に充てて下さい。本を

読みながら、いつのまにかウトウトと眠気に襲われ、本を持ったまま眠

りにつくかもしれません。ちなみに、104歳になる現役医師・日野原重

明先生は、医学生のためのベッドサイド・ライブラリーとして，20冊の

本を推薦しています（だから医学は面白い―幻を追い続けた私の軌跡、

日本医事新報社、2014年9月）。まずは大学入学をきっかけとして、読

書を生涯継続する習慣としましょう。習慣とするには、「必ず週に１冊本

を読む」と友人などに宣言し、自分のやる気を引き出すことが有効です。

試してみませんか。

毎年、附属図書館では学生さんに「ブックハンティング」や「Web選

書」で好きな書籍を選んでもらっています。推薦された書籍は図書館で

購入し配架しています。また、おすすめの一冊を持ち合い、本の魅力を

紹介しあう「ビブリオバトル」を実施したり、一部の学部では新入生に

対し、「読書レポート」を課しています。これは課題図書や推薦図書に対

して意見を書き、それに対して教員がコメントを付して返却するもの

です。

自分の考えは、書くことによって整理でき、推敲することで段々頭の

中でまとまってきます。文章を書くためには読書によって知識を仕入れ、

頭の肥やしにすることが重要です。この経験はレポート作成や論文作成

をする際に役立ちます。新入生の皆さん、勉学、サークル活動、趣味に、

さらに読書にも積極的に関わり実りある大学生活を送ってください。

読書の すす め

徳島大学附属図書館長

吉 本 勝 彦
（歯学部分子薬理学分野・教授）
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―１―

地球上に生命が誕生して、４０億年が経過したと言われ

ている。現在の地球にはヒトが溢れ、人口が７０億人を突

破したらしい。このヒトも、４０億年前の単細胞生物から

進化してきたはずである。では、どのようにして進化し

てきたのであろうか？その答をわれわれはまだ知らな

い。ダーウィンが進化論を唱えてから、すでに１５０年以

上経過し、これだけ科学技術が進歩した世界において、

ヒトがどのようにして、例えばサルから進化したのか、

われわれは知らないのである。「ダーウィンの夢」は、進

化のメカニズムを解明することである。著者は進化に興

味を持ち、多くの進化に関する本の翻訳をしてきている

が、その中でも彼に影響を与えた本が、スティーブン

ジェイ グールド著の「ワンダフル ライフ」であった。

その本には、約５億年前に突然出現した多くの生物の化

石に基づき、カンブリアの大爆発と呼ばれる進化が紹介

されていた。その化石が眠っているのはカナダのロッ

キー山脈にある５億年前の露出している地層であるが、

その場所への著者の巡礼から本書は始まり、進化の世界

を垣間見せてくれる。進化を知るための好著である。

学長●所属野地 澄晴●推薦者名

ダーウィンの夢

著者名 渡辺政隆
出版社 光文社（光文社新書） 価格 ７４０円＋税 分類：生物科学、一般生物学



―２―

戦時下に普通の人びとは何を考えていたのか――皆さんも疑問を感じたこ

とがあるかもしれません。しかし直接話を聞きたくても、戦後70年も過ぎて当

時18歳だった人は今や米寿を迎えています。その方々の口から語られる機会

は、今後益々減っていくに違いありません。

本書の出版された年は1987年、戦争のことは忘れられつつありました。一

方で当時を知る人はまだ健在で、そして元気な内に戦争の記憶を後世に伝えた

い、という切実な思いが高まっていました。またドイツのヴァイツゼッカー大

統領が欧州の戦いの終わった40年の節目の演説で「過去に目を閉ざす者は現在

に対しても盲目となる」と述べたことも、戦争を回顧する動きを高めることと

なりました。

この気運の下で、戦争に関する書籍が数多く刊行されるようになりました。

本書もまたその中の一つです。回想録、手紙、日記、証言記録を元に当時の民

衆の目に映じた戦争の実像を復元しようとしています。戦争中の民衆史研究に

とって古典的著作であり、優れた入門書と推薦できます。もちろんその後の研

究によって記述が少々古くなった箇所もありますが、それは注意深く読めば分

かるでしょう。ただしこの頃に出版された書籍は、記述の具体性と迫真性でその後に出た本よりも優れていま

す。

戦争とは何か――この疑問は人類の歴史が続く限りこれから何度も問いかけられると思います。本書がそれ

を考える一助となることを希望します。

総合科学部社会総合科学科●所属荒武 達朗●推薦者名

草の根のファシズム：日本民衆の戦争体験

著者名 吉見義明

出版社 東京大学出版会 価格 各２,４００円＋税 分類：日本史

平均寿命４０歳。ゴリラでもあるまいし。１００年前の日本人でもあ

るまいし。今を生きる私たちと同じ人間なのに、アフリカでは４０歳

少ししか生きられない国があるという。日本人の平均寿命は、現在

８０歳前後だから半分の人生しかない。この平均寿命の短さに象徴さ

れるように、今アフリカでは「大変なことが起きている」。貧困と紛

争に由来する多様な、深刻な問題があふれ、とくに弱い立場の子ど

もたちへのしわ寄せがはなはだしい。

この本はこうしたアフリカの抱える難題を子どもの立場から報告

する。著者は元朝日新聞記者でザンビアで日本大使も務めた。記者

出身だから文章はわかりやすいし、現地で勤務したから事実関係に

も信頼がおける。それゆえ、よけいにアフリカの苦境が大きなイン

パクトで伝わってくる。

エイズが残した大量の孤児が街中にあふれ、家や学校で性的虐待にさらされる。学校に行けな

い子も多く、奴隷のように働かされるか、戦場に「子ども兵」として送られる。のうのうと生き

る先進国の人間からすれば、ありえない世界。まず私たちはその実態を知らねばならない。

総合科学部社会総合科学科●所属饗場 和彦●推薦者名

子どもたちのアフリカ <忘れられた大陸>に希望の架け橋を

著者名 石弘之

出版社 岩波書店 価格 １,７００円＋税 分類：社会
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近年の調査では中国に嫌悪感を覚える人が全体の９割近くを占め
ています。ここ数年の尖閣諸島、歴史認識の問題での対立は、冷え
込んだ両国の外交関係を表しています。一方“爆買い”もそうです
が、経済面などでの交流は切っても切れない関係にあるように思わ
れます。密接に結びついているにもかかわらず好きになれない国、
中国。日本はこの国と今後どう付き合っていけばいいのでしょう。
相手の良い所だけをみて信じることにしますか？ あるいは無視し
ましょうか？ あるいは敵国として対立しましょうか？ そしてい
つかは対決涯 どれも極端な考えで、日中関係の未来は暗そうです。
本書の著者は外交官でした。日中関係の行方を心配しながらも、
その未来に明るい展望を感じていました。残念ながら末期がんに冒
され帰らぬ人となりましたが、死の床から使命感をもって本書を書
き上げました。ここには日中関係の最前線にいたからこそ見える中
国の光と影が描かれています。同時にそれでも絶望しなかった日本

人外交官の気概、中国への熱い想いも感じられます。これまで中国をよく知らなかった人たちも、
まずは中国を知ることから始めてみませんか。これからの世代である皆さんが、自信を持って中
国との関係を切り開いていくことを願います。

総合科学部社会総合科学科●所属荒武 達朗●推薦者名

大地の咆哮 元上海総領事が見た中国

著者名 杉本信行

出版社 ＰＨＰ文庫 価格 ７４３円＋税 分類：政治

人口減少社会を少子化による危機的状況にある社会とネガ
ティブに捉える論調が多い中で、本書は人口減少社会をポジ
ティブに受け止め、真摯に論じた数少ない本である。筆者に
よると日本の人口は2004年に１億2,784万人でピークに達
し、2005年以後減少に転じている。明治以降の日本人は拡
大・成長の路線を歩み、第二次大戦後の高度経済成長の後
も、同じ路線を歩んできた。無理を重ね、その矛盾や疲労が
現在のさまざまの社会問題を引き起こしている。人口減少社
会への転換は、矛盾の積み重ねや上昇への脅迫観念から日本
が方向転換し、本当に豊かさや幸せを感じられる社会をつ
くっていくチャンスではないかと筆者は語っている。経済成
長という前提（信仰）に立ち、グローバル競争にいかに打ち

勝つかという視点からいちど自由になり、ポスト成長時代の社会＝定常化社会へ向け
てのヴィジョンの提示とそれへ向けた制度設計こそが、今求められていると言えるの
ではないか。本書はこれを考える上で指針となる書である。

総合科学部社会総合科学科●所属石田 三千雄●推薦者名

人口減少社会という希望

著者名 広井良典

出版社 朝日新聞出版（朝日選書） 価格 １,４００円＋税 分類：社会
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昔の話ですが、高校の試験中というのは妙な開放感もあって、帰

宅途中ラーメン屋に寄って映画館に行ったり、普段よりちょっと難

しげな本を買って読んだりすることがありました。ある時「デミア

ン」という本を手に取りました。その頃井上靖などの西域物をよく

読んでいて、巨大な石仏のある「バーミアン」と勘違いしたのです。

それは読み始めてわかりましたが、そんなことはすぐに忘れるほど

先を読まずにはいられなくなりました。悪党ぶって自慢したことを

ネタに不良上級生に金をゆすられることになった語り手は、デミア

ンという大人びた少年によって不思議な仕方で助けられます。読心

術だとかアブラクサスの紋章だとか、謎めいた仕掛けもあって、知

らず知らずのうちに引き込まれてしまいました。その後の夏休みは、

町の図書館に通ってヘッセ全集を読み耽り、長編「ガラス玉遊戯」

以外はほぼすべて読みました。多くの物語やエッセイは気に入りましたが、「荒野の狼」だけは

どこが面白いのかわかりませんでした。ずっと後になって再読したとき、面白いと感じました。

まあこんなこともあるということで。

総合科学部社会総合科学科●所属井戸 慶治●推薦者名

デミアン

著者名 ヘルマン・ヘッセ

出版社 新潮社（新潮文庫） 価格 ４３０円＋税 分類：ドイツ文学

本書は精神分析や物語の類型論、歴史的背景などをもとに、子供

向けに手を加えられた現代の絵本などからは伝わらないグリム童話

の面白さを教えてくれる。

一昔前、「私たちが親しんできたメルヘンの世界が実は……」とい

うセンセーショナルな語り口と過度な脚色や誇張された描写で注目

を集めようする作品が流行したが、本書はそれらとは異なり、グリ

ム兄弟にも彼らの物語にも真摯な姿勢で臨んでいる。文学研究者で

ある著者は、グリム童話に関連するさまざまな知識を紹介しながら、

メルヘンを歴史資料にして、グリム兄弟が生きていた時代の生活や

価値観を読者の前に提示してくれる。平易な文章でありながら非常

に内容の充実した新書であり、メルヘンに限らずヨーロッパの歴史

文化や文芸批評に関心のある学生に幅広く推薦したい。

残念ながら2013年現在は絶版になっており、徳島大学の図書館に

も置いていないようだが、ネット書店を使えばきわめて安価に（私が確認した時点では最安値は

１円だった）購入できる。本書を読んだあとは、ぜひ子供向けに改変されていないグリム童話を

読んでみてほしい。また違った味わいがあるはずだ。

総合科学部社会総合科学科●所属熊坂 元大●推薦者名

グリム童話：メルヘンの深層

著者名 鈴木晶

出版社 講談社（講談社現代新書） 価格 ５８３円＋税 分類：ドイツ文学
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環境汚染が悲惨な健康被害を引き起こした世界的事例の

「水俣病」。公式確認から半世紀以上経った今も「水俣病」と

は何なのか、多分、専門家でもその問いに正確に答えること

は難しいかもしれない。「難しい」、そのように感じさせる社

会的風潮（？）が作られてきたとも思う。著者の東島氏はＮ

ＨＫ記者であり、水俣現地で「水俣病」に深く関わってきた。

この本は彼一個人の仕事ではなく、多くの人に支えられて纏

められ、様々な面から「水俣病」を本当に丁寧に取り扱って

いる。もし、君が社会と関わって生きていきたいのならば、

是非、読んで欲しい本である。

総合科学部社会総合科学科●所属小山 保夫●推薦者名

なぜ水俣病は解決できないのか

著者名 東島大

出版社 弦書房 価格 ２,１００円＋税 分類：社会

著者自身は本書を「成長小説」だと言う。著者の言う「成長」
とは、親しい人を、何らかの形で失っていく、それにもかかわら
ず、生き延びていくことのようである。
こうした喪失からの回復に重要なものが、 本書には２つ示唆
されている。１つ目は本書の冒頭にある。語り手である３７歳の
「僕」は、「ノルウェイの森」と言う曲を聞いて激しく混乱する。
その曲は、大学生の頃の喪失体験に深く関係しているのである。
そして、その体験を文章にして「書くこと」で、その理解に努め
ようとし、物語は始まる。
２つ目は「他者」とのコミュニケーションである。「僕」は、
資質として、また、喪失体験の結果として、内に閉じている。そ
の「僕」が、本書では恋愛を通して「他者」に、世界に対して開
かれ、生き延びていく。
新入生には、既に、喪失を体験している人もいれば、いずれ、

それを体験する人もいるだろう。喪失を体験したとき、本書を読むことが、回復に役立て
ば幸いである（なお、筆者の研究室では、ネガティブな感情を伴う体験を書くことが心身
に及ぼす影響を研究している。興味を持った方は是非、ご参加を）。

総合科学部社会総合科学科●所属佐藤 健二●推薦者名

ノルウェイの森〈上・下〉

著者名 村上春樹

出版社 講談社（講談社文庫） 価格 各５１４円＋税 分類：日本文学
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現代社会に身を置く私たちにとって「健康」は人としての

生存権にもかかわる重要な価値である。筆者は「『健康格差社

会』の拡大で『負け組』だけでなく『勝ち組』でさえも不健

康になってしまう。日本は今そんな国になった。」と警鐘する。

その原因を健康と社会との結びつきに求め、経済、社会疫学、

社会関係資本、ストレス生活、健康政策・・・・と様々な角

度から社会問題として紐解いて見せる。彼の主張する健康の

社会デザインは「人の生き抜く力」を根っこに這わせて編成

されており、読者の心に沁みこんで新しい気づきを与えてく

れるだろう。健康づくりに関心を持つ学生にはぜひ触れてほ

しい一冊である。

総合科学部社会総合科学科●所属佐藤 充宏●推薦者名

「健康格差社会」を生き抜く

著者名 近藤克則

出版社 朝日新聞出版（朝日新書） 価格 ７８０円＋税 分類：医学・薬学

はっきり言って、この本は新入生には奨められません。ま

ず、値段が高い。９,０００円もする本を奨めるなんて、とても

できません。それに、厚い。２段組みで字がぎっしり詰まっ

て上下巻あわせて１０００ページ、よっぽど暇と根気がなきゃ読

み通せそうにない。カタカナが多い。英語ならまだしも、ド

イツ語やフランス語がカタカナで次から次に出てきて目はチ

カチカするし、イミワカンなくなってしまう。そもそも重い

話はイヤだ。ウクライナ、スターリングラード、アウシュビッツ

など、寒そうで、痛そうで、重苦しそうな地名と、目を背け

たくなりそうな話ばっかりだ。それにわいせつだ。この性描

写では１８歳未満には読ませたくないな。

この本はフランスではベストセラーになって賞をとり、多くの言語に翻訳されてい

る。史実と博識がぎっしりと詰まってずっしりと重いながら、１０００ページを一気に読

めるような面白さだ。でも、やっぱり新入生には奨められないな。

総合科学部社会総合科学科●所属田島 俊郎●推薦者名

慈しみの女神たち 〈上・下〉

著者名 ジョナサン・リテル（訳：菅野、星埜、篠田、有田）

出版社 集英社 価格 上：４,５００円＋税、下：４,０００円＋税 分類：フランス文学
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翁って字がイヤだよね。お爺さんの自慢話を聞かされそうな気がして手に取

りたくない。まして教育者の自伝なんて、道徳を聞かされそうで、敬して遠ざ

けておいたほうが良さそうだ。

でも、これが意外とそうでもないんです。緒方洪庵の適塾での修行時代は活

き活きとした話にあふれている。塾中に一冊しかないヅーフ・ハルマという辞

書で何人もが入れ替わり徹夜で予習したり、身持ちの悪い医学生の手塚某を遊

女の偽手紙で騙して酒を奢らせたり、など道徳臭さはない。アメリカやヨー

ロッパを直接観察した様子は、さらに面白い。ただ行ったわけではなく、ちゃ

んと予習していた。でも予習してもわからないことは多い。「原書を読んでわ

からぬところは字引を引いて調べさえすればわからぬことはないが、外国の人

に一番わかり易いことでほとんど字引にも載せないというようなことが一番

難しい。」そう、わかっている人には、何がわからないかもわからないから説

明もできない。わからない方だって何がわからないかわかった上でないと、説

明を求めることもできない。

大概のことはググれば調べられそうな現代だが、何がわからないかは、ネッ

トは教えてくれない。自分で体験して驚いて何がわからないかを確認することが大事だというのは、今も諭吉

の時代と変わらぬ真理だろう。ところで、諭吉にやり込められた医学生とは手塚治虫のひいおじいさんだ。まぁ

これはネットで簡単に調べられる知識だけど。

総合科学部社会総合科学科●所属田島 俊郎●推薦者名

福翁自伝

著者名 福沢諭吉（校訂：富田正文）

出版社 岩波書店（岩波文庫） 価格 各１,０２０円＋税 分類：伝記

ばりばりの文系である私が、高校３年生の時に読み始めてや

められず、遂に浪人することになった痛恨の本である。宇宙を

英語で言うと普通universeを思い浮かべるかも知れない。ある
英和辞典によれば、universeは「宇宙；万有,天地万物,森羅万
象」と説明され、cosmosは「（秩序と調和のある体系と考えら
れた）宇宙」と説明されている。本書は天文学者であった著者

が、宇宙の秩序と調和を、科学の知識の乏しい人にも分かり易

いように説明したものである。本書を読むと、天文学とその関

連分野（物理学・地学など）のみならず科学全般の勉強になる

のだが、科学や天文学を通じて著者が訴えようとする地球や生命を慈しむ哲学を読み

取って欲しい。説明は、著者の該博な教養を十二分に駆使してなされており、読んで

いると著者の教養の cosmosを泳いでいる感がする。例えば、進化論の説明は、『平家
物語』から説き始められるのである。色々な意味で、文系・理系両方の学生に、受験

を終えた今こそ読んで欲しい本である。

総合科学部社会総合科学科●所属堤 和博●推薦者名

ＣＯＳＭＯＳ〈上・下〉

著者名 CarlEdwardSagan（訳：木村繁）
出版社 朝日新聞出版 価格 各１,６００円＋税 分類：天文学・宇宙科学



―８―

キューブリックの『２００１年宇宙の旅』を初めて見た時の驚

き、不思議さは今も忘れることができない。モノリス、HAL
の反乱、ホテル（？）の部屋、スターチャイルド…。まさに

不可解な謎の連続であった。近年、本書に接し、やっといく

つもの謎に１つの解答が与えられたような安堵感を味わうこ

とができた。だが、本書は、実は、映画の原作でもなければ、

そのノベライゼーションでもない。映画製作と同時進行で書

き進められたものであって、一方が他方の「元」であるとい

うのではないのだ。だとすれば、私が得られたと思った解答

もまた仮のものであって、多くの解釈のうちの一つに過ぎな

いのであると考える方が妥当だ、ということになる。映像と

言語とが、互いに重なり合ったり分裂したりしながら、新たな意味を<見る者＝読む

者>の内に産出し、更なる想像力を喚起するという可能性を無限に含んだ稀有な状況

がここにはある、と言えるだろう。

総合科学部社会総合科学科●所属山内 暁彦●推薦者名

2001年宇宙の旅 決定版

著者名 アーサー・Ｃ・クラーク

出版社 早川書房（ハヤカワ文庫） 価格 ８００円＋税 分類：英米文学

昔から気になっていて、経済学専攻の院生の時に初めて読

んだ。「仏に逢うては仏を殺し、祖に逢うては祖を殺し、羅漢

に逢うては羅漢を殺し、父母に逢うては父母を殺し、親眷に

逢うては親眷を殺して、…透脱自在なり。」という有名な文言

を含んでいる。これを文字通りに理解する者は大馬鹿者であ

る。この「仏」とは何か、「祖(師)」とは、「羅漢」とは、「父

母」とは、「親眷」とは何か、は読み手の力量によって変化す

る。古典は常に古い自分を裏切る問いかけをしてくれる。あ

なたの内側で「私は変わりなさい」という声が聞こえたら、

読んでみる時かもしれない。このほか、食卓を蹴倒した弟子

に向かって師匠が言うには「それでよいにはよいが、荒っぽ

すぎるな」。弟子応えて「仏法に荒っぽいの穏やかのがあるものか」。緊迫しているが、

どこかゆったりしていて心地よい。全編笑い転げながら読んだ。これからいろんな困

難に立ち向かうことになる君たちへの１冊。

総合科学部社会総合科学科●所属水島 多喜男●推薦者名

臨済録

著者名 慧然記 入矢義高訳注

出版社 岩波書店（岩波文庫） 価格 ６６０円＋税 分類：仏教
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アリストテレスって知っていますか。世界史や公民を勉強

した人は知っているかもしれませんね。ソクラテス、プラト

ン、アリストテレス・・・。この本は上下ありますが、ちょっ

と難しいかもしれないので、「下」の第８巻「愛」からお読み

になればいかがでしょうか。日本語では「愛」は１つの言葉

しかありませんが、ギリシャ語では、「フィリア」、「エロス」、

「アガペ」の３種類に分けて使っています。ここでは、「フィ

リア」について書かれています。最初は取っつきにくいかも

しれませんが、「愛」の意味をいろいろと考えることができる

と思います。

総合科学部社会総合科学科●所属山本 真由美●推薦者名

ニコマコス倫理学〈下〉

著者名 アリストテレス（訳：高田三郎）

出版社 岩波書店（ワイド版岩波文庫） 価格 940円＋税 分類：西洋哲学

あなた方は若く、これからの人生に対して夢や希望と共に

不安も持っているかもしれません。人生というものはそのよ

うなものだと思います。私が勧めるこの本は、いくつかの短

編から構成されています。その中の最後にあるのが「月の上

の観覧車」という短編です。あなた方は観覧車に乗ったこと

がありますか。たぶんあるでしょうね。大きな観覧車だと１

周するのに15分間位かかるものもあります。そこで、一生を

見たらという物語です。あなた方にとってはずっと先の初老

の男性がひとりで観覧車に乗り、そこでいろいろな人に出会

う・・・・。あなた方にいろいろな人生の１つを擬似体験し

ていただければと思います。

総合科学部社会総合科学科●所属山本 真由美●推薦者名

月の上の観覧車

著者名 荻原浩

出版社 新潮社（新潮文庫） 価格 ５９０円＋税 分類：日本文学
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皆さんは自分のお爺さん、お婆さん、お父さん、お母さん
がどんな人生を送ってきたか知っていますか？皆さんの先輩
に徳島大学に入学し、中国語の授業を履修したのをきっかけ
に、残留孤児だった自分の父親、家族が歩んできた歴史を知
ろうと思い、中国に留学した人がいます。その人は城戸久枝
といい、２０００年に徳島大学総合科学部を卒業しました。彼女
は、父の歴史、自分の留学体験を本にするべく、卒業後東京
の商社に勤めながらライターとなる勉強をして、２００７年に遂
に本を出したのです。その内容は大きな反響を呼び、翌年の
ノンフィクション関係の文学賞を総なめにしました。さらに、
２００９年にはＮＨＫによってドラマ化され、鈴木杏が徳大生の
主人公を演じています。城戸さんは私にもし徳大に入ってい

なかったら今の自分はなかったと言ってくれました。大学に入り皆さんはいろんな事
を学ぶでしょう。大学で学ぶとは授業に出て試験を受けるだけではありません。この
本を通じ徳大で学ぶという事の意味を考えて下さい。

総合科学部社会総合科学科●所属葭森 健介●推薦者名

あの戦争から遠く離れて― 私につながる歴史をたどる旅

著者名 城戸久枝
出版社 情報センター出版局 価格 １,６００円＋税 分類：日本文学

大学に入ってから本を読まなくなったという人は、結構いるのではないです

か。大人になればなるほど、本は読まなくなっていくようです。ＩＴ技術の拡

がりのなか、このままだと読書という行為がなくなってしまうかもしれません

ね。

そこで、アメリカのコラムニストが読書について書いた本を紹介します。友

だちのだれも本なんか読まないよ、と言う息子に、学校の課題図書である『グ

レート・ギャツビー』を読ませようと、読書の理由を説くが、うまくいかない。

むしろ作者自らがその小説を読み直し始めるところが、この本のミソなのです。

スピード第一の時代、瞬時に反応することが肝腎とばかり、考える前に反応

するような生活をしているうち、私たちはいつしか「様々な嘘にあっけなく影

響」されるようになっていく。それに対して作者は、「余裕を持って深くのめ

りこむ姿勢こそ大切なのだ」、と主張します。

しかし、この読書という、時間をかけて深く考える体験は貴重だと、ただ言

うばかりではありません。どうしたら息子に本の魅力を伝えられるかと考える

うちに、作者自身が実際にその本を読み始めている。そう、読書の危機を感じる当の本人が、読みたくなって

また読書を実践するのです。それこそが、読書文化の滅亡に抵抗する、ささやかながらも確実なやり方なので

はないでしょうか。これを読むあなたもきっと、また本を手に取りたくなるはずです。ＩＴ時代を生き抜くた

めにも、これからの大学生活、「読書をやめない」ようにしたいものです。

総合科学部社会総合科学科●所属依岡 隆児●推薦者名

それでも、読書をやめない理由

著者名 デヴィッド・L．ユーリン（訳：井上里）

出版社 柏書房 価格 １,６００円＋税 分類：図書館・図書館学
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「天災は忘れたころにやってくる」の言葉であまりにも有名な寺田寅彦は物

理学者ですが、エッセイや俳句を作る文学者でもありました。しかし、この多

面的な活動はどこかでつながっています。

日常の中に不思議を発見して、そこから自然の法則を見つけ出そうとするそ

の態度は、自然科学だろうが文学だろうが、変わらない。満員電車の混み具合

の規則とか、貝殻の渦巻きの法則とか、金平糖の「角」のできる理由とか、身

の回りの事柄から彼の「身の丈」の科学は始まり、そのかたわらでとかく見過

ごされがちな題材をユニークな視点で描くエッセイも生まれてくるのです。自

然科学者だが、学者くさくない。急いで満員電車に飛び乗るよりは数分間、次

の電車を待つというタイプ。足が速くて頭のいい旅人になるより、寄り道して

思わぬみつけものをするのを楽しむ人です。

高知で自然に包まれて育った彼は、「化物の進化」というエッセイで、幼い

ころのゾッとするという経験が現代ではなくなっていくと嘆いています。すべ

てを科学的に説明しつくしたとする近代科学の傲慢さをいさめ、百年前の人々

の迷信をわれわれは笑うが、百年後の人間にわれわれの科学が迷信として笑われないとも限らないとも言う。

化物の存在にゾッとするという感性は彼にとっては自然の計り知れなさへの畏敬の念からくるものなのです。

科学の教育において、心すべきことではないでしょうか。今こそ、読まれるべき本です。

総合科学部社会総合科学科●所属依岡 隆児●推薦者名

『寺田寅彦随筆集』全５巻

著者名 寺田寅彦

出版社 岩波書店（岩波文庫） 価格 ３,３００円＋税 分類：日本文学

本は本（もと）と書くのは、言葉が本（もと）であるとい

うことだと、まずこの本は述べています。皆さんの大学生活

が「読書からはじまって」ほしいという願いを込めて、私は

詩人・長田弘のこの本を推薦したいと思います。

「いい本というのは、そのなかに『いい時間』があるような

本です。読書といういとなみがわたしたちのあいだにのこし

てきたもの、のこしているものは、本のもっているその『い

い時間』の感覚です」。

「いい本」に出会うことで「いい時間」という感覚を持てる

と述べられています。読書という行為は孤独な営みだけれど、

この「いい時間」という「感覚」が人をつなぐのです。また、

本を読むことで古来、人間が言葉で伝えてきた記憶を共有できるとも、この詩人は言っ

ている。読書とはそのようなあり方で私たちに、社会がほんの少し温かく感じられる

ようにしてくれるものなのではないでしょうか。

総合科学部社会総合科学科●所属依岡 隆児●推薦者名

読書からはじまる

著者名 長田弘

出版社 ＮＨＫ出版（ＮＨＫライブラリー） 価格 ８３０円＋税 分類：図書館・図書館学
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学生が大学に入って最初に困るのはレポートの書き方につい

てではないだろうか？もちろん、講義をどう受けるか、知識をど

う身につけるか、仲間とどう人間関係を構築するかについてもい

ろいろと悩んだり考え込んだりすることは多いだろう。しかし、

「レポートをどう書いたらいいか分からない」という悩みは、先

送りすることのできない現実問題として直面することだろう。そ

こでこの本である。レポートとは何か、文体はどう整えたらいい

のか、文献引用のマナー、などについて基本的なことを丁寧に教

えてくれる。また、卒業論文などの論文について（この本の本来

の趣旨はレポートよりも論文の書き方にある）、テーマの立て方

から論理の進め方、文章についての責任、などについても詳述さ

れてある。研究室にある先輩の論文を１０も読めば自然と身につ

くことかもしれないが、基本を身につけておけば、迷い、困り、時間を無駄にすることも

少なくてすむことだろう。一般的な文書の書き方としては同じ著者の『正確に伝わる！わ

かりやすい文書の書き方』（日本経済新聞出版社）もお薦めしたい。

医学部医学科生理機能学分野●所属稲垣 明浩●推薦者名

この１冊できちんと書ける！論文・レポートの基本

著者名 石黒圭

出版社 日本実業出版社 価格 １,４００円＋税 分類：日本語

勉強、仕事、家庭といった日々の生活を生き生きとしたも

のとするには、我々はどのようにすればよいのでしょうか。

「フロー」とは、目標が明確で、迅速なフィードバックがあ

り、スキルと挑戦のバランスが取れたぎりぎりのところで活

動している時、その行動の中で幸福を感じる特別な状態を呼

びます。この本は、単なるノウハウ本ではなく、幸福と達成

の心理学の基本書であり、経験から学び、自ら成長していく

ための重要なヒントが書かれています。この本を読んで興味

を持った方は、「フロー体験 喜びの現象学（M．チクセント

ミハイ著、今村浩明 訳、世界思想社）」や「職場が生きる人

が育つ 経験学習入門（松尾睦 著、ダイヤモンド社）」も併

せて読んでみてください。大学生として“学ぶ”ということ、“成長する”というこ

と、そして“生きる”ということの本質について、きっと気づくものがあるでしょう。

医学部医学科医療教育学●所属赤池 雅史●推薦者名

フロー体験入門 楽しみと創造の心理学

著者名 Ｍ.チクセントミハイ（監訳：大森弘）

出版社 世界思想社 価格 ２,３００円＋税 分類：心理学
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科学について解説した本というより、科学「者」の考え方

や仕事についての本で、自然科学、人文科学を問わず科学を

志している大学院生、大学生、高校生に必読ともいえるすば

らしい本です。一晩で読み終わる平易な本なのに、読むと元

気が出るので、一度ならず、迷ったら読む、悩んだらまた読

むという「ビタミン」になります。

医学部医学科人類遺伝学分野●所属井本 逸勢●推薦者名

科学者という仕事― 独創性はどのように生まれるか

著者名 酒井邦嘉

出版社 中央公論新社（中公新書） 価格 ７８０円＋税 分類：自然科学

科学史、似非科学史、科学哲学の広く浅く、でも腰のある

良書。やや分厚いことと、訳本であるということで、「とっつ

きにくさ」を感じるかもしれないが、心配は無用です。原書

の記述に加えて、日本の事例も加えてあり、私たちにも身近

さも感じて読みやすく仕上がっている上に、内容も濃いので、

お得感いっぱいを感じることになるでしょう。現代において、

自然科学、人文科学を問わず科学を志している大学院生、大

学生は必読。

医学部医学科人類遺伝学分野●所属井本 逸勢●推薦者名

背信の科学者たち

著者名 Ｗ.ブロード、Ｎ.ウェイド（訳：牧野賢治）

出版社 講談社（ブルーバックス） 価格 １,１４０円＋税 分類：自然科学
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大学生になった今から考えておきましょう、そして社会の

仕組みがいかにできているかを知っておきましょう。仕方が

ないではすまないことがみんなの周りにいっぱいあって、勝

ち組負け組どころか総負け組社会になる可能性もあります。

人に人生を狂わされる前に、自分で考えるネタになるいい本

です。関連図書として、榎木英介博士漂流時代「余った博

士」はどうなるか?（DISCOVERサイエンス）ディスカヴァー・

トゥエンティワン社（2010/11）もお薦めです。

医学部医学科人類遺伝学分野●所属井本 逸勢●推薦者名

高学歴ワーキングプア 「フリーター生産工場」としての大学院

著者名 水月昭道

出版社 光文社（光文社新書） 価格 ７００円＋税 分類：教育

株式会社タカトリは、奈良県橿原市に本社のある日本を代表する

中小企業の一つである。繊維機械の製造で急成長を遂げ、半導体、

液晶、LED分野でヒット商品を次々と生み出し、世界シェアの90％

以上を占めるマルチワイヤーソーを開発して平成24年度経済産業省

ものづくり日本大賞特別賞を受賞した。本書には、大正14年に生ま

れ、昭和25年に同社を創業し、これらの製品を世に送り出してきた

高鳥王昌会長の人生の軌跡が刻まれている。

新しいことを創造するモノづくりには、執念を持つこと、信念や

ロマンを持つこと、固定概念にとらわれず色々な角度から考えるこ

とが大切である。この本の中には、世の中の役に立つ製品を開発し

てきた先達からの、次世代の若者に対するこれらの熱いメッセージ

が記されており、「創造と開拓」の精神を基に育んできた「モノづく

りの心」を後世に伝える名著である。

これから大学生として学問やスポーツに励む人たちに、さらには研究や開発を始める人たちに

ぜひ読んでもらいたい１冊である。

医学部医学科地域総合医療学●所属岡久 稔也●推薦者名

フェニックス（不死鳥）王昌の「モノづくり」

著者名 高鳥王昌

出版社 奈良新聞社 価格 １,３００円＋税 分類：機械工学・原子力工学
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親元を離れると親のありがたみが分かる、と言いますが、

普段何気なく食べていたお母さんの手料理のありがたみを感

じている人も多いと思います。食べる人の事を考えて食事を

作ること、そのことに感謝し、感謝されること。日常の何気

ない出来事のようですが、そこには大切な食の役割がありま

す。食べることは生きること、生きることは食べること、そ

れはこの本の強いメッセージです。

また著者の一人である内田先生は助産師さんで、子育てに

ついても書いてあり、赤ちゃんが泣くことで一生懸命お母さ

んの気を引こうとするのを赤ちゃんの目線で書かれているの

も興味深いです。赤ちゃんとお母さんの関係についての実験

結果も載っています。そのような内容から、これから親になる人向けの本と紹介され

ていたりしますが、私は独り立ちを始める大学新入生の皆さんにぜひ読んで欲しい本

だと思っています。食や栄養に興味のあるなしは全く関係なく、お勧めしたい本です。

医学部医学科予防医学分野●所属勝浦 桜子●推薦者名

ここ 食卓から始まる生教育

著者名 内田美智子、佐藤剛史

出版社 西日本新聞社 価格 １,４２９円＋税 分類：医学・薬学

IT(informationtechnology)の普及とともに、人と人とのつ
ながりが希薄になったと言われているが、医療人あるいは社

会人としての生活を営む上で、人とのつながりは欠かせない

ものである。学生生活においても人とのつながりは欠かせな

いものであり、勉学に励むことはもちろん必要であるが、人

を思いやる心や協調性をはぐくみ、人とのつながり・絆を大

事にする心をはぐくむことも大切である。そのために、ぜひ、

時間がある間に、感動を与えてくれる書物をたくさん読ん

で、多くの人と交流し、充実した学生生活を送られることを

望みます。人との絆の強さとはどういうことかを考えさせて

くれて、溢れる感動を与えてくれる小説として「重力ピエロ」を推薦します。表現も

難しくないので、ぜひ読んでいただきたいと思います。

医学部医学科予防医学分野●所属上村 浩一●推薦者名

重力ピエロ

著者名 伊坂幸太郎

出版社 新潮社（新潮文庫） 価格 ６７０円＋税 分類：日本文学
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諸君が志を抱く青年であるなら、書物を読む時間がテレビ

を見る時間より十分に長いはずです。その読書のなかで、良

い本に出会っていただきたいと思います。よい本とは、良い

師に出会うようなものです。繰返し読むたびに、新たな発見

があります。私が学生時代に出会った本の中から、新入生の

諸君に「知的生活の方法」を推薦します。きっと学生生活を

送る上で、指針となってくれるでしょう。

医学部医学科耳鼻咽喉科学分野●所属武田 憲昭●推薦者名

知的生活の方法

著者名 渡部昇一

出版社 講談社（現代新書） 価格 ７２０円＋税 分類：図書館・図書館学

iPS細胞。
いまや、医療関係者のみならず一般の人でもその名を聞い

たことがない人はいないだろう。世界中の研究者が日夜その

細胞が切り開いた新たな地平に挑み、医療における革新的な

成果を生み出している。

iPS細胞は皮膚などの細胞に特定の４つの遺伝子を入れる
ことで生み出される細胞である。これはあらゆる細胞に変わ

る性質を持ち万能性を持った細胞である。再生医療ではもち

ろんのこと、癌や糖尿病などの原因の解明や治療薬の開発に

も大きな期待がかかっている。

この分野で世界をリードしている人物、それが山中伸弥で

ある。

これからの日本を、いや世界を舞台に活躍する若いみなさんにとって、こういった

世界を垣間見ることは大きな意味をもつのであろう。

医学部医学科運動機能外科学分野●所属玉置 康晃●推薦者名

生命の未来を変えた男 山中伸弥・iPS細胞革命

著者名 ＮＨＫスペシャル取材班

出版社 文藝春秋 価格 １,４２９円＋税 分類：医学・薬学
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Gray'sAnatomyは単なる医学の古典教科書ではない。解剖
学教科書として最も信頼され認められている１冊である。グ
レイの解剖学は編集者や出版社を変えて現在第４０版が発行
され、世界中で使われ続けている。１９世紀のロンドンで１人
の野心的な若い外科医（ヘンリー・グレイ）が挿絵を担当す
ることになる外科医ヘンリー・カーターに新しい外科解剖学
の教科書を執筆することを持ちかけた。当時のロンドンは
ヴィクトリア時代で、ちょうどチャールズ・ディケンズの小
説の世界である。街角は砂埃と霧とガス灯の明かりが混じり
合い、富と絶望的な貧困が同居していた。病院や救貧院から
貧者の死体が病院の解剖室に定期的に配達されていた。解剖
用の遺体は、墓場を荒らす死体泥棒から調達されることも

あった。本書は若くして亡くなったヘンリー･グレイに焦点を当てることで、当時のイ
ギリス医学界やロンドンの街角の情景を浮かび上がらせている。医学生ばかりでなく
西洋近世史に関心のある人にも興味深い読み物である。

医学部医学科機能解剖学分野●所属福井 義浩●推薦者名

グレイ解剖学の誕生 二人のヘンリーの1858年

著者名 ルース リチャードソン（訳：矢野真千子）

出版社 東洋書林 価格 ３,２００円＋税 分類：医学・薬学

明治以降、異例のスピードで近代国家としての礎を築き、

一気に国際舞台に躍り出た日本、どうして３０年あまりで孤立

し、なぜ戦争へと向かったのか。太平洋戦争７０年の年（２０１１

年）に、NHKスペシャル「日本人はなぜ戦争へと向かったの

か」が放送され、国力数十倍のアメリカになぜ無謀な戦争を

仕掛けることになったのか、その歴史的経緯を様々な角度か

ら改めて検証した。「内向きの論理、陸軍暴走の連鎖、責任を

取らない組織」に関する考察は、現在日本の組織に関しても

役立つ重要な指摘である。

医学部医学科機能解剖学分野●所属福井 義浩●推薦者名

ＮＨＫスペシャル 日本人はなぜ戦争へと向かったのか〈上・戦中編・下〉

著者名 ＮＨＫ取材班 出版社 ＮＨＫ出版

価格 上：１,４００円＋税 戦中編：１,３００円＋税 下：１,４００円＋税 分類：日本史
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ある社会が他の社会と衝突し、勝者が敗者を征服して取り

込む、あるいは消滅させていく。人類史の過程において何度

も繰り返されてきたことである。その勝敗を決めた要因とは

何か。人類史を動かした様々な要因を分子生物学、生物地理

学、文化人類学などの最新の研究成果をもとに詳細に分析し、

具体的に検証していく。

著者は「歴史は、民族によって異なる経路を辿ったが、そ

れは居住環境の差異によるものであって、民族間の生物学的

な差異によるものではない」と述べている。食糧生産（農耕）、

野生動物の家畜化（病原菌）、鉄器を持つか持たないかは、現

生人類の祖先の置かれた偶然の環境の差によるという説明である。目から鱗の内容が

多数含まれている。２０００年発行であるが、今でも十分読み応えがある書物である。学

生諸君に是非読んで欲しい上・下２巻である。

医学部医学科機能解剖学分野●所属福井 義浩●推薦者名

銃・病原菌・鉄 〈上・下〉

著者名 ジャレド・ダイアモンド（訳：倉骨彰）

出版社 草思社 価格 各１,９００円＋税 分類：社会

みなさん、こんにちは。医科栄養学科の上番増といいます。

今回は、「幸田文 しつけ帖」を紹介します。

幸田さんは1904年の生まれで、父である幸田露伴に「学問芸

術の道には向かない、お金をかせぐ人になることも、まず覚束な

かろう」と言われ、父から衣食住のことを一通り教わります。本

書はその時の思い出を中心にまとめられています。父である幸田

露伴の文へのしつけは、ただ衣食住の一通りのことではあります

が、その一通りのことを細かく分節していく術は、人が器量と雅

致をバランスよく身につけることに通じていると思います。掃除

に関して言えば、まず道具をちゃんとしつらえること（名工はそ

の器をよくす）、順序立てて行うこと、理解して行うこと、美し

く行うこと。そうしていくうちに、身体ができてくる。というの

が露伴の教えでした。普段なにげなく行っている、いつもの動作をどこまでも細かく「意

識」し分節していくことで身体を作り上げていく喜びを知る。「今・ココ」にある生活の中

の風雅を悦ぶ習慣を明治の文人は持っていたという話です。

医学部医科栄養学科予防環境栄養学●所属上番増 喬●推薦者名

しつけ帖

著者名 幸田文

出版社 平凡社 価格 １,６００円＋税 分類：日本文学
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みなさん、こんにちは。医科栄養学科の上番増といいます。

今回は、「人生最後のご馳走」を紹介します。

「人生最後のご馳走」は淀川キリスト教病院、ホスピス・こど

もホスピス病院のリクエスト食について取り上げた本です。

命は有限である。一方で物語は無限に広がる。

人には、固有の歴史があり、物語がある。その生身の身体を育

んできたきた歳月があり、親があり、兄弟があり、友人知人があ

り、その人自身の年来の喜び悲しみがそこに蓄積している。傷を

癒す仕事に就く人には、その人が元気な時、どのように生きてい

たのかを想像する力が必要になる。その人が固有の物語を持つ唯

一の存在であることを認めることが、「あなたのことを大切に

思っています」というメッセージになる。この本は、「あなたのことを大切に思っています」

という本当に自分が欲しいものは、誰かから贈られてくる他ないということと、「人間には

その人固有の厚みと奥行きがある」ということを教えてくれる。

「予言の遂行性」とは、誰かが断定的に予言したことは、誰も

言わなかったことよりも実現性が高いという人類知のことであ

る（と私の師匠が言っている）。この場合、予言は具体的である

ほど実現性が高くなる。「何年後には大学を卒業して、○○になっ

て働いて、（以下略）」というようなありありと想像できるような

未来の方が、「俺はビックになるぜぇ」といった何の具体性のな

いものより実現性が高い。

ところで、ノブレス・オブリージュというフランスの言葉をご

存じだろうか？簡単に言うと「貴族は、大衆に比べより多くの義

務を負うという」という中世貴族の倫理規範のことである。ノブ

レス・オブリージュの概念では貴族は生まれながらにして貴族で

あるが、オルテガは大衆も貴族になれることを予祝している。オルテガの言う貴族は、私

は他のものよりも多くの義務を負うという「遂行的な意志」のことである。それが今、絶

命の危機に瀕しているので、こうしてこの本を推挙するのである。

医学部医科栄養学科予防環境栄養学●所属上番増 喬●推薦者名

人生最後のご馳走

著者名 青山ゆみこ

出版社 幻冬舎 価格 １,３００円＋税 分類：医学・薬学

医学部医科栄養学科予防環境栄養学●所属上番増 喬●推薦者名

大衆の反逆

著者名 オルテガ

出版社 中央公論新社（中公クラシックス） 価格 １,４５０円＋税 分類：西洋哲学
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「これを食べれば糖尿病にならない」とか「健康にいい」と
いう食べ物や健康食品を、テレビ、コマーシャル、雑誌等ど
こかで毎日みかけますよね。本当かな？って思う事多くない
ですか？
この本は、様々な食べ物を食べた後の血糖値について、き
ちんと調べた本です。オーストラリアの著者の訳本ですので、
日本人にぴったりあてはまらない部分もありますが、「この食
べ物のこの食べ方が血糖値をあげない」という理由をわかり
やすく説明してくれています。
栄養士は「どのような成分、食品や献立が、何故よいのか」

という事を調べ、正しく情報収集し、わかりやすく一般の人
に説明する仕事ですが、これから栄養士になる人もならない

人も、毎日誰もが口にする食べ物について、考えてみませんか？
英語の原文にもチャレンジして下さい。(TheNEW GLUCOSERevolutionfor
Diabetes)

医学部医科栄養学科臨床栄養学●所属奥村 仙示●推薦者名

やせる！低ＧＩダイエット

著者名 ジェニー・ブランド・ミラー、ケイ・フォスターパウエル他

出版社 マキノ出版 価格 １,５００円＋税 分類：医学・薬学

以前、「国家の品格」という書籍が話題になりました。著者

は藤原正彦先生で、作家の新田次郎さんの息子さんです。作

家と思っている方もいるかと思いますが、実は数学者で、お

茶の水女子大学で教鞭を執っていました。本書はエッセイで

あり、数学者としての観点から、数学、文学、日常生活に対

し独自の視点からユーモアに綴られています。なかでも、学

問を目指す人の性格的条件では、“知的好奇心”、“野心”、“執

拗”、“楽観性”を挙げており、将来アカデミックな仕事を目

指している人には是非目を通してもらいたいです。また、体

罰、国語教育の重要性についても言及しており、少し偏りは

あるかも知れませんが、今、日本人で欠けているもの、ある

いは欠けてしまったものは何か、今一度考えさせてくれます。みなさんが生まれた頃

出版された書物ですが、今でも新鮮に読むことができると思います。

医学部医科栄養学科実践栄養学●所属酒井 徹●推薦者名

数学者の言葉では

著者名 藤原正彦

出版社 新潮社（新潮文庫） 価格 ４３８円＋税 分類：日本文学
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皆さん、サイエンスの世界へようこそ！

さてさてサイエンス（科学）とはなんでしょうか？CambridgeDictionariesOnline
で調べますと、(knowledgefrom)thesystematicstudyofthestructureandbehaviour
ofthephysicalworld,especiallybywatching,measuringanddoingexperiments,and
thedevelopmentoftheoriestodescribetheresultsoftheseactivitiesとあります。す
なわち、実験することで物事を客観的かつ合理的にとらまえる学問の体系で、

その結果、新たな理論や学説が生まれます。もちろんデタラメな実験に基づい

た結果は、私たちに間違った理解を与え誤解を広めます。逆に主張（証明）し

たい理論や学説を裏付ける結果だけ集めても、正しいことではないのは明らか

です。医学・医療の関係において、この問題の解決策としてコクラン博士がメ

タ分析（系統的レビュー）を提唱しました。健康科学を学ぶ皆さんが、今後い

ろんなデタラメに騙されないために、また科学的根拠とは何かを知るために、

格好の導入本に本書はなると思います。第６章に次の一節があります。「１９世

紀にはきれいな水を提供することで私たちは大きな進歩を遂げた。２１世紀に

はきれいな情報を提供することが私たちを前進させる原動力となる。系統的レ

ビューは現在における最も優れたアイデアとして称えられていいであろう。」

科学的根拠に基づいた医療（Evidence-BasedMedicine、EBM）とは何か、本書では専門的知識なしで容易に
理解できます。また読み物としてもとても面白いので、新入生の皆さんにご紹介させて頂きました。

医学部医科栄養学科代謝栄養学●所属阪上 浩●推薦者名

デタラメ健康科学 ＢＡＤ ＳＣＩＥＮＣＥ

著者名 ベン・ゴールドエイカー

出版社 河出書房新社 価格 １,８００円＋税 分類：医学・薬学

「生物とは何か」皆さんは、考えたことがあるでしょうか？ 「そ
んなのは、簡単だ、ネズミ、スズメ、チューリップとかが生物で、
机や椅子は生物ではない。」と言うことはできるでしょう。では、「生
物の定義とは何か」と言われて、的確に答えることは難しいもので
す。筆者は、大学生の時に生物学の授業でそのことを理解しようと
しましたが、当時の授業から結論を得ることはできなかったそうで
す。その後、分子生物学者として長年の研究で培ってきた知識・経
験から、生物と無生物を区別するものが何かを考察したのがこの本
です。この本には、世界中の研究者がこの問題に取り組んできた様
子が描かれています。そして、そのような研究の進歩に伴い、我々
の生命観がどのように変遷してきたのかが綴られています。しかし、
本書は、生物学のこのような命題について考える機会を与えてくれ
る単なる読み物ではありません。この本には、様々な発見の裏に隠
された研究者の悲哀、科学における不正や偽造などの問題、研究者
の実態、哲学など、科学者・研究者としての心得が随所に示されて

います。生物学の研究者を目指すすべての人に読んでもらいたいと思います。特に、蔵本キャン
パスで学ぶ医療系の学生には、将来命を預かるものとして、生物とは何か、科学的に理解すると
いうことはどういうことかということを、是非本書を読んで考えてもらいたいと思います。

医学部医科栄養学科臨床栄養学●所属竹谷 豊●推薦者名

生物と無生物のあいだ

著者名 福岡伸一

出版社 講談社（講談社現代新書） 価格 ７４０円＋税 分類：生物科学・一般生物学
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雑誌の帯に、６０分で読めるけれど一生あなたを離さない本とあ

るとおり、非常に簡単に読めますが、社会にでて活躍するための

ノウハウが述べられています。大学で研究するにしても、あるい

は会社で企画するにしても、その分野で生き残っていくために

は、他人とは違うアイデアを出していかなければなりません。他

人のまねごとを繰り返しているだけでは、その人物はいなくても

よいということになります。つまり、アイデア勝負の世界では、い

かに優れたアイデアを生んでいくかが、その人の人生を左右する

わけです。この本を読む前には、アイデアを次から次へと出す人

は天才だから、凡人の私なんかが、アイデア勝負の世界では生き

残れるはずがないと思っていました。たまたま良いアイデアが生

まれてもそれは偶然でこれから先続くことはないといつも不安

でした。しかし、この本を読んで、この本の通り行えばアイデアは枯渇することはないと

いう自信がついてきました。私のような中年でも応用範囲が広いのですから、若い学生に

はもっと役立つはずです。

医学部医科栄養学科生体栄養学●所属二川 健●推薦者名

アイデアのつくり方

著者名 ジェームス・Ｗ・ヤング（訳：今井茂雄、解説：竹内均）

出版社 阪急コミュニケーションズ 価格 ８００円＋税 分類：心理学

本書は、昭和４５年数学のノーベル賞といわれるフィールズ賞を受
賞した広中平祐氏の著書である。数学の分野にとどまらず、科学や
芸術など「創造したい」と思う者すべての人になるほどと考えさせ
られる良書である。人は、「なぜ学ばなければならないのか」という
問いに対して、「知恵」をつけるためだとわかりやすく説明されてい
る。創造することの楽しさ、喜び、苦しみを自身の研究をベースに
述べられているので、たとえ数学はわからなくても理解できるはず
だ。私が特に感心、感動した箇所は二つある。一つは、「創造するた
めには、逆境が必要である。」という箇所である。きのこ（松茸）は
きわめていい条件が与えられると次第に筋根を広げながら発達して
いく、しかしこの好条件がいつまでも続くと、根だけが発達してき
のこを作らずに、ついには老化して死んでしまうらしい。逆境は苦
しいものだが、人が成長するには絶対に必要なものであると広中氏
は述べている。これは私の座右の銘である「逆境を楽しめ！」とい

う言葉に通じるところである。もう一つは、人間の成長を阻害する代表的なものに、「妬み」「ひ
がみ」「焦り」がある。天才的な人物が多い数学の世界で勝ち抜いてきた広中氏だからこそ、こ
れらに対する（我々でもできる）対象方法をわかりやすく述べているのである。

医学部医科栄養学科生体栄養学●所属二川 健●推薦者名

生きること学ぶこと

著者名 広中平祐

出版社 集英社（集英社文庫） 価格 ４８０円＋税 分類：伝記
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人は日常生活の中でともに支え合い生きている。「支援」と
は人にとって必要不可欠であり、人間関係の基本であるとい
える。しかし、助けたいと思い行動しても、役に立たないば
かりか人の心を傷つけてしまうことさえある。なぜ、このよ
うな結果になるのだろうか。
本書は、人を助けるということの意味や、支援者が陥りや
すい罠、「支援」のための原則とコツ等を平易に解説しており、
この疑問に答えてくれる。また、身近な事例を通して考えな
がら読み進むことができ、今後の実践につなげることができ
る。著者のエドガー・Ｈ・シャインは、人と人との相互作用
に焦点をあて、その過程を重要視する「プロセス・コンサル
テーション」の考え方を「支援」の基盤においている。

これから看護師、保健師、養護教諭など支援の仕事に携わる人のみならず、家族、
友人、知人との関係の中で支援をする際に、また支援を受ける側にたった際にも役立
つお勧めの１冊である。

医学部保健学科看護学専攻地域看護学●所属岡久 玲子●推薦者名

人を助けるとはどういうことか 本当の「協力関係」をつくる７つの原則

著者名 エドガー・Ｈ・シャイン（監修：金井壽宏 訳：金井真弓）

出版社 英治出版 価格 １,９００円＋税 分類：社会

本書は、ご存じの通り1985年に起こった日航ジャンボ機墜

落事故を中心に、かつて日の丸航空会社と言われた日本航空

の組織的な腐敗、組織による個人への峻烈な圧力などを述べ

た小説である。数年前に渡辺謙氏が主演で映画化もされてい

るが、これはぜひ本で読んでほしい。文庫本で５冊の大作で

あるが、私は、一度読み始めると止まらず寝食を忘れて１週

間ほどで読んでしまった。特に、第３巻の御巣鷹山編は、山

崎氏の綿密かつ膨大な取材により、亡くなった方々一人一人

を丁寧かつ綿密に描いており、読む途中本当に涙をとめるこ

とができなかった。人が生きていく上で、逆境は必要であるが、ここまでの逆境に主

人公（恩地元）のように自分は耐えられるだろうかと深く考えさせられた本である。

医学部医科栄養学科生体栄養学●所属二川 健●推薦者名

沈まぬ太陽（アフリカ編上・下、御巣鷹山編、会長室編上・下）

著者名 山崎豊子

出版社 新潮文庫 価格 ６７０円～７５０円＋税 分類：日本文学
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大学に入るときに持つ最初の不安に、「友人ができるだろう

か?」というものがあるのではないでしょうか。高校までの住

み慣れた土地を離れ、新しい環境で生活をはじめる方々には

特にそのような気持ちが強いかもしれません。

現代では、直接的な対話によるコミュニケーション能力が

低下していると言われていますが、社会生活では高いコミュ

ニケーション能力が求められます。

この本は、相手を傷つけずに、自分の意見を言うことがで

きる「さわやか自己表現」のスキルを紹介しています。文だ

けでなく図解もあり、わかりやすく書かれているので、新しい環境での円滑なコミュ

ニケーション、人間関係にぜひ活かしてほしいと思います。

医学部保健学科看護学専攻学校保健学●所属梶原 京子●推薦者名

図解 自分の気持ちをきちんと＜伝える＞技術

著者名 平木典子

出版社 ＰＨＰ研究所 価格 １,２００円＋税 分類：社会

本書は、社会福祉領域を中心に、援助場面での「ゆらぎ」

の重要性が述べられている。「ゆらぐ」というと、否定的に捉

えられることが多いが、著者は「“ゆらぐ”ことのできる力」

として、援助者にとって重要な力としている。人の生活の仕

方や生き方に、つねに「正しい画一的な答え」は存在せず、

私達の生活は「ゆらぎ」の連続ともいえる。人生や暮らしの

本質は「ゆらぎ」であり、その人の生活・人生に深く関わる

援助の本質も「ゆらぎ」にあり、実践のなかで援助者、クラ

イエント、家族などが体験する「ゆらぎ」から学ぶことで、

専門性や技術を高めることができると著者は考えている。医療・保健・看護も人の生活・

人生に深く関わる実践であり、参考にしたい一冊である。

医学部保健学科看護学専攻メンタルヘルス支援学●所属片岡 三佳●推薦者名

「ゆらぐ」ことのできる力 ゆらぎと社会福祉実践

著者名 尾崎新

出版社 誠信書房 価格 ２,６００円＋税 分類：社会
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本書は、開業医である著者の診療所を訪れるいろいろな患
者さん達と医者のやりとりを綴った短編集である。短い文章
の中に病める者の悩み、本音が垣間見えて、読む人の心に訴
えるものがある。高度医療の発達した現代でも、大病院の診
療で満たされない患者の気持ちが伝わってくる。患者を一人
の人間としてトータルにみない、大学病院の臓器別外来を、
特定の病気だけをみる先生ほど偉いのだと皮肉たっぷりに風
刺している。
最近は、いろいろな検査機器、高度な治療機器が発達し、
学生の覚える内容があまりにも多くなった。専門教育課程に
必要な医療人としての心構えを教える時間が余りにも乏し
い。学生の無気力もあり、医学概論など講義しても熱心に聞

く学生は少ない。聴衆に訴える効果的な講義は右脳に訴える講義だそうである。本書
を読んで、少しでもほろりとするような事があれば、良い医療人になれると思われる
が、いかがであろうか？

医学部保健学科検査技術科学専攻生体機能解析学●所属齋藤 憲●推薦者名

やぶ医者のなみだ

著者名 森田功

出版社 文藝春秋（文春文庫） 価格 ４４８円＋税 分類：医学・薬学

司馬遼太郎の根強いファンは、時空を超越してその時代を強く

生きた人物と一体となる快感を忘れられないでいる。登場人物の

立ち居振る舞い、心に響くことば、時代の匂い、物語のスピー

ド、読み手の期待感などなど「非日常」を体感可能であることに

加えて、読後の爽快感は格別である。本書は、司馬文学に登場す

る様々な人物が凄まじく生きていく中で発した「ことば」を抜粋

して、いくつかのグループに分類することによって、司馬遼太郎

が描こうと試みた『人間』というものがあぶり出されている。

「人間とは何か」、「組織から社会へ」、「夢と生きがい」、「日本と

日本人」、「等身大の英雄たち」、「男と女」といったテーマは、老

若男女が絶えず立ち止まり思い悩む身近な命題であろう。「人の

一生というのは、たかが五十年そこそこである。いったん志を抱

けば、この志にむかって事が進捗するような手段のみをとり、いやしくも弱気を発しては

いけない。たとえその目的が成就できなくても、その目的への道中で死ぬべきだ。生死は

自然現象だからこれを計算に入れてはいけない 『竜馬がゆく』より」。

歯学部歯学科口腔分子病態学●所属石丸 直澄●推薦者名

人間というもの

著者名 司馬遼太郎

出版社 ＰＨＰ研究所（ＰＨＰ文庫） 価格 ４９５円＋税 分類：日本文学



―２６―

統計学の基本的な知識は、自然科学には必須のものです。したがっ

て、統計学の基礎は、中学高校数学で全員が学習しているはずであ

り、さらに医学部や歯学部の学生は共通教育において必修していま

す。この基礎を前提条件に、生物学統計や医学統計（疫学）につい

ての専門教育が可能になるのですが、現実には、統計学の基礎が不

十分な学生さんも多く、専門科目の学習に支障をきたします。ここ

に紹介する本『いまさら誰にも聞けない医学統計の基礎のキソ[１]』

は、共通教育レベルの統計学の学習に不安があるという人には、全

員に読んで頂きたい本です。これを読むことで、副題にもあるよう

に、統計アレルギーがなくなり、共通教育の講義が理解できるよう

になると思います。専門科目では、残念ながらこの本のレベルまで

基礎に戻って解説する時間の余裕はありませんので、専門の学習を

実りあるものにするために、全理系学生に一読をお勧めします。も

ちろん文系の人も、読んで損はありません。なお、本シリーズは[３]まで続きますので、シリー

ズの読破を推奨します。３冊とも図書館に在ります。

歯学部歯学科予防歯学●所属伊藤 博夫●推薦者名

こっそりマスターシリーズ [いまさら誰にも聞けない医学
統計の基礎のキソ;1] まずは統計アレルギーを克服しよう!

著者名 浅井隆

出版社 アトムス 価格 ２,８００円＋税 分類：自然科学

三毛猫はすべてメスのはずなのに、著者が飼うことになっ

たジョージは三毛猫のオス。なぜ三毛猫はメスばかりなの

か、そしてジョージはどうやってオスとして生まれてきたの

か。遺伝学については素人の著者が、ジョージの謎を解くた

めに調べ上げた、「ＸとＹとはなにか」から始まる性染色体の

話、余分なＸ染色体による有害な作用を防ぐためのＸ染色体

の不活性化、モザイクとキメラ、ＸＯ、ＸＸＹといった性染

色体数の異常による症候群といった内容を、研究者たちの歴

史も踏まえながら、わかりやすく説明しています。

また、本書では、シマ、ぶち、真っ白、短毛、長毛といっ

た三毛以外の被毛に関する遺伝についても記載があるので、

身近にいる猫で想像してみるのも楽しいと思います。

オスの三毛猫ジョージに隠された遺伝的秘密は、最後に明らかになります。

歯学部歯学科分子医化学●所属谷村 綾子●推薦者名

三毛猫の遺伝学

著者名 ローラ・グールド

出版社 翔泳社 価格 １,８００円＋税 分類：動物学
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新入生の皆さん、徳島大学へのご入学おめでとうございます。そ

れぞれの人が自分の可能性を信じて何かに向かって多いに飛躍して

行ってほしいと思っています。

わたくしが推薦する本は、「人間とはなにか」を知るのに参考にな

る本です。分子生物学の分野では、２００３年にヒトゲノムの塩基配列

がはじめて解読され、最近は百数十万円で個人の全ゲノムを解析で

きるようになりましたので、個人の特性も科学的根拠をもった形で

論じることができるようになってきました。よく人間の性格・行動・

知能は「氏（遺伝）か育ち（環境）か」という選択肢で決まるとい

う風に聞くことがありますが、最近の分子生物学の知見からは遺伝

も環境も人間の特性を形成するのに重要な働きをすることが分かっ

ています。推薦書の中では、人類の可能性を広げてきた脳について、

その脳地図の再編成が絶えず生じており、形態学的に変化していくことが分かりやすく述べられ

ています。つまり、私たちはチャレンジをすることにより、脳の微細な構造変化（脳の可塑性）

をもたらし、多いに飛躍できることを示しています。皆さんはこれを信じてみますか？

歯学部歯学科分子医化学●所属野間 隆文●推薦者名

脳地図を書き換える― 大人も子どもも、脳は劇的に変わる

著者名 生田哲

出版社 東洋経済新報社 価格 １,５００円＋税 分類：医学・薬学

ハンガリー出身の哲学者であり、科学者でありまた社会学者で

もあったポランニーは、

「 <http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A5%E8%AD%98>

知識というものがあるとすると、その背後には必ず暗黙の次元の

「知る」という動作がある」とし、暗黙知という概念を提唱しま

した。現在では「暗黙知」は広く使われる言葉となり、知は言語

で表すことのできる形式知と、言語で表すことのできない暗黙知

とに識別されています。日本の製造業が技術伝承の困難に遭遇し

た際、それを救ったのが暗黙知の概念であったと言われていま

す。医療も暗黙知の塊、医療人を目指す学生さんには是非、暗黙知について知っておいて

ほしいものです。少し難しい本かもしれませんが、挑戦してみてはいかが。

歯学部歯学科口腔微生物学●所属三宅 洋一郎●推薦者名

暗黙知の次元

著者名 マイケル・ポランニー（訳：高橋勇夫）

出版社 筑摩書房（ちくま学芸文庫） 価格 ９００円＋税 分類：哲学各論
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社会科で誰もが習う公害。四大公害病は何かと問われて、「水俣病」、「新潟

水俣病」、「イタイイタイ病」、「四日市公害」を即座に答えることができるだろ

うか。これらは戦後の高度経済成長期に、深刻な被害を発生させ、原因の究明

に困難を極め、被害患者の救済、訴訟という共通の経過をたどっている。これ

らを過ぎ去った歴史上の病気として捉えていないだろうか。しかしながら、水

俣病・新潟水俣病においては、未だに未認定患者による損害賠償を求めた訴訟

が行われており、2014年３月に環境省から水俣病の認定基準が示されたが問

題点が多いとされている。また、イタイイタイ病においては、2013年12月に

原因企業と被害者団体側が患者救済策などで合意が得られたばかりである。

本書は、四大公害病ひとつひとつをまとめてあり、特に水俣病と新潟水俣病

の関連はわかりやすい。骨と筋肉が痛み縮むイタイイタイ病に関しては、鉱山

で亜鉛と鉛を採取した際に含有されているカドミウムによる尿細管障害、その

結果生じる骨軟化症とカルシウム摂取不足が誘因となることが判明するのに

20年を要していること、この原因解明に開業医萩野昇医師の貢献が大きいことが示されている。

これらの公害病は、国・企業と被害者・支援者（医師・研究者を含む）間の長期間のせめぎ合いの結果、原

因の解明に至った。その過程を学びとって欲しい。

附属図書館長 歯学部歯学科分子薬理学●所属吉本 勝彦●推薦者名

四大公害病

著者名 政野淳子

出版社 中央公論新社（中公新書） 価格 ８８０円＋税 分類：建設工学・土木工学

家族性アミロイドポリニューロパチー（FAP）は、変異したトランスサイレ

チンが神経など沈着し臓器障害を引き起こす遺伝性疾患（1/2の子どもに遺伝

し発症する）である。自律神経症状や高度な下痢・便秘、起立性低血圧による

失神や心伝導系障害による突然死などを来たして40歳代で死亡する。

本書の主人公志多田正子は、兄や姉がFAPを発症・死亡したことを機に、本

疾患に対峙することになる。次は自分が発症するのではないかとの不安と戦い

ながら、病院での患者の世話から始め、自宅で療養している患者にも手を差し

伸べた。そして、患者会を設立するようになる。もちろん差別を恐れて名簿な

しのスタートである。原因の解明に役立てようと患者の血液採取や病理解剖に

も大きな貢献をした。志多田さんを支え続けたのは、差別や偏見に満ちた世間

に対する怒りであり、上から目線で患者をみる医者への怒りであった。

本書では、患者・家族の病気や将来に対する不安、子どもに病気のことを打

ち明けられない親の気持ち、婚約者への病気の可能性についての告白、逆に婚

約者が変異遺伝者である時の態度、子どもに病気が遺伝するかもしれないという妊娠・出産の問題、発症前遺

伝子検査への対応などが文集や日記の形で綴られており、自分が患者や家族の立場なら、どう生きていくのか、

死とどう向き合うべきか考えさせられる良書である。

附属図書館長 歯学部歯学科分子薬理学●所属吉本 勝彦●推薦者名

献身－遺伝病FAP（家族性アミロイドポリニューロパシー）患者と志多田正子たちのたたかい

著者名 大久保真紀

出版社 高文研 価格 ３,０００円＋税 分類：医学・薬学
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今や「ONEPIECE」という漫画を知らない人はいないで
しょう。主人公「ルフィ」が海賊王になるために仲間との絆

を深め、敵と戦いながら様々な経験を培っていく物語です。

その仲間力に注目し、社会ネットワーク分析の第一人者であ

る著者が「仲間を集める方法」「仲間と助け合う方法」「仲間

の信頼を強化する方法」「仲間と一緒に成長していく方法」に

ついてわかりやすく説明しています。中でもルフィという人

間の特性が絶妙に描かれており、わたし自身もう一度原作を

読みたくなったほどでした。東日本大震災において地域の仲

間力が絆となり、復興の原動力となっています。これから

は、それぞれの立場の人々が自分の仲間力を育み、そして助け合う社会をつくってい

くことが求められており、その意味でもお勧めの書と言えます。

歯学部口腔保健学科地域医療福祉学●所属白山 靖彦●推薦者名

ルフィの仲間力 ―「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」流、周りの人を味方に変える法

著者名 安田雪

出版社 アスコム 価格 １,２００円＋税 分類：社会

天文学を専門とする研究者である著者は、ローレンスバー

クレー研究所にいたときに研究所のコンピュータネットワー

クに不正に侵入した者を発見、追跡したことからネットワー

クセキュリティについても有名になってしまった人物であ

る。「コンピュータが人間をつかうということ」といった本書

の内容には、早くからコンピュータネットワークを利用して

きた著者がもつ現在のインターネットブームに対する鋭い指

摘が込められている。これらの指摘には、パーソナルコン

ピュータやインターネットを初めて本格的に使い始めると思

われる大部分の新入生に対して有益な内容を含んでいると思

い推薦した。また、同著者の「カッコウはコンピュータに卵を産む」は、ローレンス

バークレー研究所のコンピュータネットワークに不正に侵入した者を追跡したときの

話だが非常に面白い読み物となっている。

薬学部製剤設計薬学●所属植野 哲●推薦者名

インターネットはからっぽの洞窟

著者名 クリフォード・ストール

出版社 草思社 価格 ２,２００円＋税 分類：総記
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マンハッタン島を中心に発展してきたニューヨークは米国

のみならず世界の金融経済の中心です。このニューヨークを

代表するマンハッタン島は、その昔、オランダの植民地とし

て、その首都アムステルダムにちなみ、ニューヨークではな

くニューアムステルダムと呼ばれていました。オーストラリ

ア、公用語は７つの海を制覇したポルトガル、スペインに起

因するラテン語系言語でなく、英語です。なぜ、このように

なったのでしょう、いずれも有機化合物が関係しています。

本書「スパイス、爆薬、医薬品、世界史を変えた１７の化学物

質」は、有機化合物から眺めた世界史に関する書籍です。有

機化合物が文明に与えた大きな影響が興味深く紹介されています。文明史を有機化学

から見るという新しい視点です。是非ご一読を勧めます。

薬学部機能分子合成薬学●所属大高 章●推薦者名

スパイス、爆薬、医薬品 世界史を変えた17の化学物質

著者名 Ｐ・ルクーター、Ｊ・バーレサン（訳：小林力）

出版社 中央公論新社 価格 ２,６００円＋税 分類：化学工業

寺社仏閣の建設に携わった宮大工たちは、後世にその仕事ぶり

を伝えるためか、部材の一部にその足跡を残すことがあります。

本書は山口県にある国宝瑠璃光寺五重塔の解体修理時に見つけ

られた「此のふでぬし弐七」という宮大工による墨書と瑠璃光寺

五重塔の美しさに触発され、７０歳の時に着想、１９年を経て８９歳

の時に上梓された久木綾子氏の処女作で、隠れたロングセラー

となりつつあるものです。五重塔の建設にたずさわった室町時代

の宮大工を軸とし、数奇な縁でこれに絡む新田義貞の末裔の物語

です。運命に翻弄され交錯する男女関係が、塔の建築とともに進

展します。「人生は流転し、消え失せ、後に塔が残った。・・・・・

塔は、今日も中空にのびのびと５枚の翼を重ね、上昇の姿勢を保

ちつづける。」無駄を省いた美しい日本語から物語は始まります。

日本人の心にある「凛とした美しさへの希求」に訴えかけ、えも言われぬ充足感を与えて

くれる珠玉の一品です。日本文学の美しい世界への入門書として、また文学作品に挑戦し

てみたいと思っている新入生に一読をお勧めします。

薬学部機能分子合成薬学●所属大高 章●推薦者名

見残しの塔― 周防国五重塔縁起

著者名 久木綾子

出版社 文藝春秋（文春文庫） 価格 ７３３円＋税 分類：日本文学
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Ｙ染色体は男性を決める以外はたいした機能をもっていな

く、不必要なところばかりで、退化していく染色体である。

しかし、ヒトの進化を知るうえで非常に重要な情報をもって

いる。なぜなら、Ｙ染色体は母親由来の染色体とは組換えを

おこさないからである。つまり何世代、何万年たとうとも突

然変異をのぞけば、基本的にＹ染色体の塩基配列は変化しな

い。本書では性はどのように決められるのか、日本人はどの

ように成り立ったのか、縄文人と弥生人はどうおりあいを付

けてきたのか、Ｙ染色体が語るさまざまなエピソードについ

て分かり安く紹介している。

薬学部医薬品情報学●所属佐藤 陽一●推薦者名

Ｙ染色体からみた日本人

著者名 中堀豊

出版社 岩波書店（岩波ライブラリー） 価格 １,２００円＋税 分類：生物科学・一般生物学

タイトルに「会社人生」と入っていますが、期待と不安に

胸膨らませて本学に入学された新入生に是非読んで頂きたい

一冊です。民間企業の研究者で あった筆者は、ひょんなこと

からマグロ船に乗るはめになります。マグロ船は全長わずか

２０ｍの小さな船で、一度漁に出ると４０日以上も陸に戻るこ

とはできません。筆者は、この非常に過酷な空間で生活する

漁師らが対人関係のストレスをためていないことに気づきま

す。漁師らは自分たちの生活をどのように考え、それを実践

することで良好な人間関係を築いていたのでしょうか。本書

にはその答えが筆者と漁師らの会話形式で綴られています。

マグロ船上でのエピソードを通じて、私たちの日常生活にも

使える「ストレスをためない方法」と「人とのコミュニケーション術」がユーモアを

交えて紹介されており、気軽に読める一冊となっています。

薬学部 薬品分析学●所属竹内 政樹●推薦者名

会社人生で必要な知恵はすべてマグロ船で学んだ

著者名 齊藤正明

出版社 毎日コミュニケーションズ（マイコミ新書） 価格 ７８０円＋税 分類：倫理学・道徳
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今から１００年以上前に、キリスト教思想家の内村鑑三が欧

米に日本人の思想や倫理観を紹介する目的で書かれた

[JapanandJapanese]という本の日本語訳である。代表的日本
人として書かれるのは西郷隆盛、上杉鷹山、二宮尊徳、中江

藤樹、日蓮上人の５名である。東日本大震災後の日本人は冷

静で秩序ある行動をとり、精神的にも物質的にも助け合おう

とした。自賛なから、この日本人の姿は立派で美しい。勤勉

で礼儀正しく、困難に耐え忍ぶ日本人はもう過去のものと私

自身も思っていたが、どっこい健在であった。将来、このよ

うな日本人の精神を受け継いだリーダーになってもらうため

に、この本を紹介する。今は学校で二宮尊徳や中江藤樹のよ

うな村の聖人の話を習うことはない（私も習ったことはありません）が、習うべき偉

人であろう。何を拠り所に生きるべきか、あらためて考えさせられる。

薬学部衛生薬学●所属田中 保●推薦者名

代表的日本人

著者名 内村鑑三（訳：鈴木範久）

出版社 岩波書店（岩波文庫） 価格 ６００円＋税 分類：伝記

「氷点」、「塩狩峠」などで知られる作家の自伝。20代前半

から37歳で迎えた結婚初夜までの出来事が綴られている。小

学校教員の綾子は、終戦に伴う価値観の激変から虚無感に陥

り、退職、婚約解消、自殺未遂の果て、脊椎カリエスのため

寝たきりの状態になった。幼馴染みの医学生の勧めでキリス

ト教の洗礼を受けた綾子は、その彼との純愛、信仰、家族の

看護に支えられ、長い闘病生活を送る。しかし、彼は結核の

ため帰らぬ人となった。一周忌が過ぎ、失意の綾子のもとに、

亡き恋人の面影に重なる見舞客（三浦光世）が現れる…この

自伝に登場する人物は皆、純粋、真摯、誠実である。クリス

チャンではない私には、「ここまでは思えない」と感じる部分

もある。しかし、多くの煩悩で穢れた私の心は、本書を読むと少しは洗われるような

気がする。「生きることとは」、「人を愛することとは」など、新入生の皆さんにとって

も何か感じるものがあると思う。

薬学部薬品分析学●所属田中 秀治●推薦者名

道ありき

著者名 三浦綾子

出版社 新潮社（新潮文庫） 価格 ６３０円＋税 分類：日本文学
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大学に入学すると様々な専門分野を学びますが、とりわけ

化学に興味のある学生さんにとって有機化学はとても面白い

分野だと思います。有機化学は有機化合物を化学構造式で理

解する学問です。また、薬の薬効の本体は有機化合物である

ことから、有機化学を習得することは創薬化学においてとて

も重要です。今回紹介する『有機化学の理論～学生の質問に

答えるノート』は有機化学を学び始めた学生さんの誰もが思

う「なぜ？」という質問に答える形式で構成されています。

その「なぜ？」には大部分の学生さんが疑問に思う内容がピ

ンポイントでピックアップされており、簡潔にわかりやすく

解説されていることから、有機化学の理解を深める助けとな

ることが大いに期待されます。さらに、詳しく勉強したい人のために、参考文献も豊

富に記載されています。

新入生のみなさん、ぜひ一度読んでみて有機化学の楽しさにふれてみて下さい。

薬学部分子創薬化学●所属中尾 允泰●推薦者名

有機化学の理論 ～学生の質問に答えるノート

著者名 山口達明

出版社 三共出版株式会社 価格 ２,６００円＋税 分類：化学

最近テレビ番組にもなったせいか、クリストファーロイド

による、「137億年の物語」が人気だという。私も早速読んで

みた。その名の通り、宇宙が始まって以来現在に至るまでの

壮大な出来事を簡潔かつ興味深く物語っており、まだ読んで

ない人には是非手にとって欲しい一冊である。でも話題の本

を紹介するのでは芸がないので、私の印象に強く残っている、

独自の視点で歴史を切り取った良書からこの本を。なぜ今地

球上で一部の人種に由来する人たちが世界的に優位に立って

いるのか。そんな疑問を仮説も交えながら歴史を紐解きなが

ら解き明かしていく。タイトルをヒントに読み進めて欲しい

ので概要の紹介はここまでにさせて頂こう。導き出された答

えは少々平凡な気もするが、著者の幅広い見識により、最後まで興味深く読み通すこ

とが出来ると思う。歴史ファンならずとも是非教養の一つとして読んでみて欲しい一

冊である。

薬学部医薬品機能生化学●所属宮本 理人●推薦者名

銃・病原菌・鉄 〈上・下〉

著者名 ジャレド・ダイアモンド（訳：倉骨彰）

出版社 草思社 価格 各１,９００円＋税 分類：社会
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わくわくするような小説でも、役に立つ実用書でもないが、最近

読んだ本の中で非常に面白かったので紹介したい。おなじみのス

イーツであるチョコレートが生み出されてから、まだ170年ほどしか

経っていないことを皆さんはご存じだろうか。本書の前半ではカカ

オ豆からココア飲料、そして固形のチョコレートがどのようにして

誕生したのかが、地域社会や貿易などの歴史的観点だけでなく、カ

カオの成分や品種ごとの特徴、製造工程における繊細な工夫がどの

ように味覚と関わるのかなど、科学的観点からも丁寧に、チョコレー

ト好きのトリビア心を擽るかのような知識満載で紹介されている。

一方、中盤からは一転して、宗教や政治との関連、労働と生産の問

題、卓越した宣伝やマーケティング手法の歴史など、なぜ、どのよ

うにしてココアやチョコレートがグローバル化されてきたのかが人

文科学系の幅広い観点から描かれている。カカオが古くより薬として受容されてきたこと、チョ

コレート発明に至るまでには何人もの薬剤師が関わってきたことなど、薬学生にも興味深い内容

であろう。この本を読んでからチョコレートを食べると味わいが一段と深まること間違いない。

薬学部医薬品機能生化学●所属宮本 理人●推薦者名

チョコレートの世界史 ―近代ヨーロッパが磨き上げた褐色の宝石―

著者名 武田尚子

出版社 中央公論新社（中公新書） 価格 ７８０円＋税 分類：風俗習慣・民俗学・民族学

最近では教養というのはあまり重要視されないものらしい。多くの大学では

一般教養課程は崩壊してしまい、専門教育が前倒しされているという。深く幅

広い教養は人間性を裏付ける。若いうちに身に付けた教養は残りの人生をさら

に豊かにするだろう。新入生諸君には是非、自ら意識的に教養の幅を広げる努

力をして欲しいと思う。前置きが長くなったが、本書は理系の人たちにも気楽

に読める言語学の入門書である。言語学などと堅く考える必要はなく、我々が

普段使っている「言葉」に関する最新の研究トレンドの一つを哲学者の野矢先

生が生徒役となり会話形式で時々脱線しながらも易しく読み解いていく。例を

一つ。「太郎が花子に話しかけました」は変な文章ではないのに、「知らない人

が私に話しかけました」というのは不自然に感じる人が多いであろう。皆さん

はその理由が説明できるだろうか？「私にしがみついてくる」は自然なのに、

「柱にしがみついてくる」だとなぜか不自然に感じる。実はこれらは共通の考

え方で説明が出来るという。言葉は我々の考え方をも支配しているはずだが、

普段何気なく使っているだけに、気がつきもしないルールのようなものが裏に

たくさん存在している。そんな普段気にもとめない暗黙のルールを様々な例を挙げて認知言語学の考え方で説

明していくのだが、難しい説明はさておいても、本書は今後の皆さんの観察力や思考力によい影響を与えてく

れるに違いない。雑談のネタに使えそうな興味深い話題もたくさん含まれているので、理系の諸君も気楽に手

に取ってみてはいかがだろうか。

薬学部医薬品機能生化学●所属宮本 理人●推薦者名

言語学の教室― 哲学者と学ぶ認知言語学

著者名 西村義樹、野矢茂樹

出版社 中央公論新社（中公新書） 価格 ８４０円＋税 分類：言語
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大地は動く。今では当たり前のことが100年前には全くのファ

ンタジーだった。ウェゲナーが唱えた「大陸移動説」は当時の学

会で激しい批判を受け、一度は学会から消滅する。しかし、現在

の目でこの書、彼の構築した科学的考察を見直したとき、ある種

の感動を覚えずにはいられない。なぜ当時の科学者はこうも美し

く組み上げられた学説を受け入れられなかったのか、人間はいか

に偏見に満ちた動物なのか、と。のちにプレートテクトニクスは

この「大陸と海洋の起源」を礎に確固たる地球科学の基本原理と

して成立する。彼の議論の大部分は正しかったのだ。地学の知識

がある人にはある人こその感動が、また、ない人にはまた別の感

動が、この書には満載されている。特に、科学を志す者に対して

は、科学者としてあるべき姿勢をも教えてくれる。決して読みやすくはない。故竹内均氏

の名解説だけを読むのも一手だろう。流し読みでも構わない。一読をお勧めする。

理工学部理工学科●所属青矢 睦月●推薦者名

大陸と海洋の起源

著者名 アルフレッド・ウェゲナー（訳：竹内均）

出版社 講談社（講談社学術文庫） 価格 １,１００円＋税 分類：地球科学・地学

劇的に直球すぎて、小っ恥ずかしく（こっぱずかしく）なる書

名であるが、悩んだ時のモヤモヤ感をスッキリ解決してくれる本

である。著者の主張は次の２つに集約される。１つめは、全ては

自分が選択することができるということである。「全て」には、

自分の行動、感情、思考から人としてのあらゆる幸福までも含ま

れる。２つめは、自分が制御できることとできないことを区別し

て、制御可能なことだけに関わるが、制御不可能なことには関わ

らないということである。突き詰めて考えると、人が制御可能で

あるのは、自分の脳と体および現在という時間だけであるのに、

人は制御不可能なこと（例えば、過去、未来、他人の対応や評価

など）にとらわれて、後悔したり不安になったり悩んだりする。著

者はもともと医学部所属の心理学者で臨床治療の経験もあり、上記の事柄や実践方法を学

者らしく論理的に、かつ、とてもわかりやすく解説している。何かで悩んだ時に一読する

ことをおススメする。

理工学部理工学科●所属石田 徹●推薦者名

自分のための人生― 今日を賢明に生きてますか

著者名 ウエイン・Ｗ・ダイアー（訳：渡部昇一）

出版社 三笠書房（知的生きかた文庫） 価格 ５９０円＋税 分類：倫理学・道徳
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日本が世界に誇る小惑星探査機「はやぶさ」の７年間にお

よぶ壮大なプロジェクトを指揮した川口淳一郎教授が、その

成功の秘訣となる24カ条を提言した名著です。失敗するチャ

ンスを生かそう、スケジュールは遅れるもの、往生際は悪く

せよ、トラブルは勲章と思え、失敗を隠すな、迷うならどち

らでもよい、わからないことを認識せよ等々の提言は、数々

の失敗と悔しい思いをしながらもしぶとく粘り強く研究を進

めた経験と実績に裏付けられたものです。つぎつぎと直面す

る問題に対して、逃げることなく、果敢に立ち向かう姿勢の

原点を感じることができる一冊として推薦します。

理工学部理工学科●所属伊藤 照明●推薦者名

「はやぶさ」式思考法 日本を復活させる24の提言

著者名 川口淳一郎

出版社 飛鳥新社 価格 １,３００円＋税 分類：機械工学・原子力工学

本書では、自然界から社会現象のいたるところで観測され

る「同期現象」が大きなテーマとなっています。

前半では、“ホタルは指揮者がいないのに同調して発光する

のはなぜか？”や“コンサートの後、観客の拍手がリズムよ

く揃うのはなぜか？”など身近なテーマをもとに同期現象が

なぜ起こるのか、またそのメカニズムの解明にせまります。

後半は、同期現象から徐々にテーマが発展し、カオスやネッ

トワーク理論といった、現代の非線形科学において非常に興

味深い内容について解説しています。従来このテーマを扱う

書籍は、複雑な数式を用いて説明する場合が多いですが、本

書では、難しい数式は一切使わずに、わかりやすい表現を用いてモデルを説明してい

ます。新入生のみなさんにも読みやすい一冊だと思います。

理工学部理工学科●所属上手 洋子●推薦者名

ＳＹＮＣ（シンク）～なぜ自然はシンクロしたがるのか～

著者名 スティーヴン・ストロガッツ（訳：蔵本由紀、長尾力）

出版社 早川書房 価格 ２,２００円＋税 分類：物理学
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数学の本はスタイルの決まったものが多い。この線形代数

３０講は著者が述べているように「一つ一つの事柄は、明確に

述べられていながら、しかも柔らかいスタイルで表されてい

るような数学書」である。現在、線形代数の講義を受けてい

る学生や、これから受講する学生でも、教科書とは異なり通

学の途中で読むことができる。しかし、そこで述べられてい

る内容は、一つ一つの講が完結したテーマを取扱い、全体と

して線形性という主題を浮き上がらせてくれる。読者は、一

つの講を読み、次の講へと移るたびに、一つの波を乗り越え

て次の波へと向かうような、軽快なリズムを感じとることが

できる。また、各講の最後にある「TeaTime」は初心者の立場に立って、くつろいだ
雰囲気の中で数学の息づかいをつたえてくれる。

理工学部理工学科●所属大橋 守●推薦者名

線形代数30講

著者名 志賀浩二

出版社 朝倉書店 価格 ３,６００円＋税 分類：数学

「私は小林が中村が鈴木が死んだ現場にいたと証言したのか

と思った。」

これは本書で紹介される「わかりにくい文章」の例です。

一読で理解できる人は、おそらくいないでしょう。この他に

も、著者は様々な「わかりにくい文章」を提示し、わかりに

くさの原因とわかりやすい文章の書き方を、「わかりやすく」

教えてくれます。

大学に入学された皆さんは、レポートや論文で文章を書く

機会が多くなります。レポートや論文は他者に読んでもらう

（わかってもらう）ために書くのです。どんなに面白いアイ

デアであっても、わかりにくい文章のために伝わらなければ悲しいですよね。文学作

品のような「名文」より、わかりやすい「明文」を書く力を身につけましょう。この

本はそれを手助けしてくれます。

理工学部理工学科●所属大石 篤哉●推薦者名

日本語の作文技術

著者名 本多勝一

出版社 朝日新聞出版（朝日文庫） 価格 ５４０円＋税 分類：日本語
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「πの歴史」は、円周率の歴史に関する名著である。作者

PetrBeckmannが1970年に出版した「AHistoryofPi」の

日本語訳で、暫く絶版となっていたものが、文庫版として版

も新たに翻訳されたものである。近年の計算機を用いた円周

率計算に関する記述は、最近の他の文献に譲るとして、この

魅力的な書物には、有史以来1970年頃までの円周率をめぐる

数学の歴史が縦横に記されている。単なる数学史に留まらな

い作者のスタイルをよく表す前書きの一文を引用しておこ

う。

「πの歴史は、人類の歴史をうつしだす小さな鏡である。」

またこの書物には、作者ベックマンが、共産主義を逃れてチェコからアメリカに亡命

したことが色濃く反映されている。作品に一貫している反権力の姿勢は、「書物は、作

者の個人史をうつしだす小さな鏡である」ことも表している。

理工学部理工学科●所属片山 真一●推薦者名

πの歴史

著者名 P.ベックマン（訳：田尾陽一、清水韶光）

出版社 筑摩書房（ちくま学芸文庫） 価格 １,２００円＋税 分類：数学

発刊されて少し経つが、標題の本を紹介する。訴求力の強

いタイトルのこの本は、帯のご母堂シカさんの言葉「おまイ

の。しせ（ 出世）にわ。みなたまけました。わたしもよろこ

んでをりまする」が新鮮である。明治・大正・昭和と駆け抜

けた稀代の超人の物語である。この人は、千円札の顔である

とともに映画にもなった「遠き落日」の主人公で、誰もが知っ

ている。伝説めいた偉人の実像がこの本に凝縮されている。

一つは著者の野口を巡る旅のルポルタージュのようであり、

彼を支えた人々─ 野口夫人や初恋の人そして研究助手や恩

師、友人たち─の野口亡き後のことも緻密な取材のもと記さ

れ、 好奇心をかき立てる。大阪箕面公園に彼の彫像がある。

野口は来遊の際、母を伴い当地の料亭を訪れた。女将は母に孝養の限りを尽くす野口

の様子に心うたれた。そのことを聴いた女将の妹さんが，市民からの浄財も合わせ建

立したそうである。これも人間野口の人となりなのだろうか。

理工学部理工学科●所属河村 保彦●推薦者名

野口英世は眠らない

著者名 山本厚子

出版社 集英社 価格 １,８００円＋税 分類：伝記
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いかにも古めかしい装丁の小さな本で、昭和２９年に日本語

訳が出版されて以来、地味ながら名著として（数学者、数学

マニアなどに）読まれてきていましたが、最近広く評判に

なっています。ポリアは著名な数学者であり、数学（教育）

者の立場で、問題や課題にどのようにアプローチし、攻略す

れば良いかを、具体的な問題を取り上げながら説明していま

す。取り上げられている問題は数学の問題が多いのですが、

それを攻略する数学的な考え方や方法をいろいろな分野・場

面でも応用可能なものとして示してくれています。直面する

諸問題を考える上で有益なヒントを与えてくれる本として、改めてその価値が見直さ

れています。

理工学部理工学科●所属桑原 類史●推薦者名

いかにして問題をとくか

著者名 Ｇ．ポリア（訳：柿内賢信）

出版社 丸善 価格 １,０００円＋税 分類：数学

この本に登場する平賀源内は、１７００年代に鎖国の江戸中期の日本において藩

などの枠組みを超えて圧倒的な存在感を持って活躍した人物です。蘭学者、科

学技術者、文学者、浄瑠璃作家などのさまざまな分野で活動した人物ですが、

科学、技術、事業の狭い視点でみると“中途半端なマルチ人間”としてあまり

評価されていません。ここでは「イノベーター」という広い視点から源内を捉

え、彼の生涯を高く評価しています。イノベーターとは事業先駆者ともいわれ、

企業や組織の中で新しいことを試みる人たちです。すなわち、ほかの誰もがし

ないことを先陣切って最初に実行する人のことです。イノベーターの存在がな

ければ新たな開拓が行われなくなり、企業や組織の発展は完全に閉ざされてし

まいます。現在の企業ではこのイノベーターの能力が重要視されています。

源内は長崎で日本と海外の貿易により貴重な金銀が海外に流出しているこ

とに危機感を募らせ、それを阻止するために様々なイノベーション活動を行っ

てきました。国内で既存の技術を使って工夫すればほとんどのものは輸入する

必要はないし、日本の職人芸でアレンジすれば、むしろどんどん諸外国へ輸出

できると考えたのです。彼のイノベーター的な発想や知恵は、これからの日本を引導する先駆者となる人たち

にとって大いに参考になると思われます。未来の技術立国日本を支える若きエンジニアに読んでいただきたい

一冊です。

理工学部理工学科●所属日下 一也●推薦者名

平賀源内に学ぶイノベーターになる方法

著者名 出川通

出版社 言視舎 価格 １,５００円＋税 分類：伝記
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大学で何をすれば良いのか悩んでいませんか。あるいは毎

日が退屈で、やること全てに意味がないと早くも人生に空し

さを感じていませんか。そんなときにはこの本をお薦めしま

す。この本には、今まで役に立たないと思っていたこと、な

んとなく目の前を過ぎ去らせていた事などの見方を変え、毎

日を楽しくする魔法のフレーズが沢山詰まっています。例え

ば、なんとなく選択した授業までが自分の将来を拓くアイデ

アに詰まった宝箱のように思えるようになります。私がこの

本の中で一番気に入っているフレーズは「新しいアイデアと

いうのは、新しい場所におかれた古いアイデアなんだ。」で

す。きっと皆さんも大学生活を楽しく過ごし、キャリアアッ

プに繋がる魔法のフレーズを見つけることができるでしょう。２～３時間ほどで読め

てしまいますが、何度でも読み返したくなる本です。

理工学部理工学科●所属田村 隆雄●推薦者名

仕事は楽しいかね？

著者名 デイル・ドーテン（訳：野津智子）

出版社 きこ書房 価格 １,３００円＋税 分類：倫理学・道徳

プレゼンテーションなどで自分の伝えたい事を、図表を

使って表現する事があります。図表は、複雑なデータを分か

りやすく相手に伝えるのに有効な表現方法です。しかし、効

果的な図表の使い方を知らないと、データをとりあえず形に

するだけにとどまってしまい、かえって聞き手を混乱させる

事や、ミスリードにつながります。これは、自分が自分のデー

タに振り回されてしまっている結果です。図表は、自分の言

いたいこと、伝えたいことは何なのかを考え、それを示すた

めの裏付データを集めて加工してゆきます。

図表を使う力を身に着ける事で、たくさんの情報の中から、

必要なもの、重要なものの序列を見出す力も身に付きます。

大学に入ると、レポートの作成や、プレゼンテーションの機会が多くなります。読み

手、聞き手に、情報を正確に、かつ、分かりやすく伝えるために、図表の基本を学ん

でください。

理工学部理工学科●所属塚越 雅幸●推薦者名

ウォールストリート・ジャーナル式 図解表現のルール

著者名 ドナ・Ｍ・ウォン

出版社 かんき出版 価格 １,６００円＋税 分類：経済
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フェラーリのデザインを手がけた国際的デザイナー奥山清

行氏の、実体験に基づいたデザイン・ものづくりへの考え方

が述べられています。

ムーンショットという言葉はもともと「月に向かって打つ

無謀で愚かな行為」という意味でした。しかし、アポロ計画

以降、遠大な計画でも、努力を続ければいつか不可能が可能

になる、という意味への転換があったそうです。

これから、工学・ものづくりの世界で生きていく事を選ん

だ皆さんが、未来、夢に向かって前進してゆくことの後押し

に。また、工学の世界でデザインをするという事の意味について、自分なりの考え方、

哲学が持てるようになる事を期待し、この一冊を推薦します。

理工学部理工学科●所属塚越 雅幸●推薦者名

ムーンショットデザイン幸福論

著者名 奥山清行

出版社 武田ランダムハウスジャパン 価格 １,５００円＋税 分類：技術・工学

学ぶということはどういうことだろうか。教養を身につけるた

め、あるいは就職に役立てるため。この問いには実に様々な答え

があるだろうし、どれが正解というものでもないだろう。ここで

紹介する『犀の角たち』は、この問いへの新たなる答えを与え、

学ぶことに対する視野を広げてくれるものである。

本書は、仏教書であるが、実際には３分の２以上を費やして最

新の基礎科学に関する説明が述べられている。その内容は物理

学、生物学、数学と多岐に渡るが、いずれも最先端の内容を極め

てわかりやすく説明してある。そのため、科学の入門書として読

むこともできる。また、これら科学の歴史的変遷を『人間化の視

点』という観点から捉えており、これを原始仏教の考え方（思

想）と関連付けて議論している。

詳細は本書に譲るが、学問も原始仏教も『超越者の存在を認めず、現象世界を法則性に

よって説明する』という点で見事なまでに一致している。このような思考方法の普遍的な

有効性に触れて頂ければ幸いである。

理工学部理工学科●所属富田 卓朗●推薦者名

科学するブッダ 犀の角たち

著者名 佐々木閑

出版社 KADOKAWA（角川ソフィア文庫） 価格 ８００円＋税 分類：自然科学
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JamesEdwardGordonは材料科学と生体力学の創始者の一人だと言われ
ています。グラスゴー大学で造船工学の学位を取り、船や飛行機の製作に使

われる木材、鋼鉄、プラスチックや複合材料等、様々な新材料の研究を行っ

た人物です。レディング大学の教授、名誉教授でもあり、その長いキャリア

のすべての経験に基づいて書かれた本で、材料の強さの秘密を原子論的観点

から説明がされています。材料科学に興味ある方にはぜひこの本を読んで欲

しいです。

残念ながら日本語版は絶版になっているが、元の英語版は英国英語で書か

れているので英語を読むとても良い練習にもなります。西オーストラリア大

学教授CarolineBaillie先生はこの本について素晴らしいと言います。Baillie先生は材料科学で有
名な研究者で、「BuildingtheImpossible」と言うBBCのテレビドキュメンタリーをホストした
ために最も知られていて、材料に関する分野を選んだきっかけは、高校生の時この本を読んだか

らだと言っています。素人でも簡単に理解できる程度の文章で書かれているにも関わらず材料の

秘密を多くの専門分野にわたる知識が述べられています。ですから、安心して苦痛がない読書体

験になります。

理工学部理工学科●所属ナカガイト アントニオ ノリオ
（AntonioNorioNakagaito）●推薦者名

TheNewScienceofStrongMaterials:OrWhyYouDon'tFallThroughtheFloor

著者名 J.E.Gordon
出版社 Penguin(PenguinScience) 価格 約２,０００円＋税 ※洋書のため価格は変動します 分類：技術・工学

電子機器の発達で、電子書籍が一般的になる可能性もあり、
今後、読書スタイルが大きく変貌するかもしれません。どの
ような形であれ、あなたの興味のあるもの、なんとなく目に
留まったもの、友人や本書を含むさまざまな書評等で一読を
薦められたもの等、興味を持って様々な書物を楽しんで読み
ふけっていただきたいと思います。読書によって、直接的あ
るいは間接的にあなたの今後の人生に何かと役立つことが得
られると思います。面白くないあるいは非常に難しいと感じ
る本は無理して読まなくても良いと思います。ただし、読ま
なければ単位が認められない教科書や課題図書等は除きま
す。必要な書籍は時間をかけてじっくり読み込んでください。
さて、本書は、光文社から1962年に出版され、その後、2000

年に、ソ連など現代では存在しない例題などを削除あるいは差替て、趣旨を変えるこ
となく岩波現代文庫から出版されたものです。多数の読書術に関する書物が出版され
ていますが、諸君の読書の手助けになると思います。

理工学部理工学科●所属長尾 文明●推薦者名

読書術

著者名 加藤周一

出版社 岩波書店（岩波現代文庫） 価格 ９６０円＋税 分類：図書館・図書館学



―４３―

新入生の皆さん、徳島大学へのご入学おめでとうございま
す。これから、卒業後に立派な社会人・職業人として活躍で
きるようしっかりと学んでいただきたいと思います。皆さん
もご存じのように、現在は超就職氷河期です。今後しばらく
は景気が劇的に改善することはないでしょう。このような時
代だからこそ、少しでも早く社会や就職への関心と知識を持
ち、準備をしておくことが必要です。しかしながら具体的な
就職活動について見聞する機会は以外に少ないのが現実で
す。『ぼくらの就活戦記』には、日本を代表する１５社から内
定を勝ち得た計４０名の活動の軌跡・考えの変遷とともに各企
業の人事担当者の意見・忠告が紹介されています。通して読
むことにより、彼らがなぜ内定に至ったのかがくっきりと浮

かび上がり、また彼らを採用した個々の企業の個性も見えてきます。この本は皆さん
が、大学で何を如何に学ぶべきかを考え、将来の自分の居場所と出番を具体的にイメー
ジするきっかけを与えてくれるでしょう。

理工学部理工学科●所属成行 義文●推薦者名

ぼくらの就活戦記 ―難関企業内定者40人の証言―

著者名 森健

出版社 文藝春秋（文春新書） 価格 ７６０円＋税 分類：教育

著者である森博嗣氏は、もと名古屋大学の建築学科のコン

クリートの助教授であった。私とほぼ同世代で、研究テーマ

も近く、森氏とは、コンクリート関係の委員会で一緒に仕事

した。「小説を書くのは、論文を書くより簡単です。橋本先生

も小説を書けますよ」という先生で、まさか、教員を辞めて

作家になるとは思いもしなかった。なぜ、森先生が大学を辞

めたのかということが、この本を読むと理解できた。小学校、

中学校、高等学校と、大学はどこが違うのかということを、

わかりやすく書いている。新入生に是非一度読んでもらいた

い本である。

理工学部理工学科●所属橋本 親典●推薦者名

大学の話をしましょうか ―最高学府のデバイスとポテンシャル―

著者名 森博嗣
出版社 中央公論新社（中公新書ラクレ） 価格 ７２０円＋税 分類：教育
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子供の時なら話は別だが，成長してから母語以外の言語を学ぶの

は簡単ではない。日本人にとって、その「外国語」の代表格は英語

であろうが、その学習課程も正に「何故？」の連続である。例えば、

“小さな車に乗り込むときには「getin」なのに、何故バスの場合は

「geton」になるのか？”など受験知識として頭に叩き込むしかな

かった。ところがこの疑問をこの本は見事に解決してくれた。本書

が出版されたのは1988年だから既に25年以上も前だが、今でも読ま

れ続けているのも納得できる。残念ながら「新書」というサイズで

は日本人が英語学習で直面する全ての困難を解説するのは不可能だ

が、本書を通じて「英語的な発想」を少しでも身につけることが出

来れば、それまで苦痛だった（かも知れない）英語学習も楽しくな

るだろう。だから，「英語が苦手」という人にこそ薦めたい本である。

こんな文章を書いていたら、同じ著者による「実践 日本人の英語」という姉妹版らしき新著が見

つかった（同じく岩波新書 2013）。私も読んでみることにしようか。

理工学部理工学科●所属日置 善郎●推薦者名

日本人の英語

著者名 マーク・ピーターセン

出版社 岩波書店（岩波新書） 価格 ７２０円＋税 分類：英語

工学部の建設工学科に入学された新入生には是非読んでも

らいたい１冊です。構造力学、建設材料学や地盤力学の基礎

的な話を、わかりやすく解説しています。専門科目の講義は

なかなか理解しにくい専門用語がありますが、この本は、一

般市民を対象に書かれているので、理解しやすいと思いま

す。専門科目の講義を受ける前に、この本を読むことを勧め

ます。

理工学部理工学科●所属橋本 親典●推薦者名

ビルはなぜ建っているか なぜ壊れるか ―現代人のための建築構造入門―

著者名 望月重
出版社 文藝春秋（文春新書） 価格 ７００円＋税 分類：建築学
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「工学の歴史」という題名から、工学部以外の方は関係ない

と思うかもしれませんが、本書にあるとおり「工学」という

言葉ができたのは明治時代です。人間がものを作ってきた歴

史と考えれば、現在の文系や理系等の分類に関係なく興味を

持てるものだと思います。また、「工学の歴史」（技術史と言

うこともあります）というのは、工学部の方でも入学後もき

ちんとは教えてくれません。この本は最終的には機械工学を

中心に書かれていますが、昔は学科などの区別はありません

でしたので、ものを作る技術についての歴史であり、少なく

とも工学部の学生さんにとっては興味深い内容だと思いま

す。工学部での勉強を始める際に、過去の歴史を確認してお

くことは、今後の学習の目的を明確にできる理由の１つになるものと思います。本書

とは直接は関連しませんが、工学の歴史に興味がある方は、朝日選書のヘンリー・ペ

トロスキー著「ゼムクリップから技術の世界が見える」などもお勧めです。

理工学部理工学科●所属日野 順市●推薦者名

工学の歴史― 機械工学を中心に

著者名 三輪修三

出版社 筑摩書房（ちくま学芸文庫） 価格 １,３００円＋税 分類：機械工学・原子力工学

皆さんは、スマートグリッドという言葉を耳にしたことが

あるでしょうか。世界中で自然エネルギーの有効利用とＣＯ2

排出量抑制が意識されるようになり、電気エネルギーの作り

方から使い方にまで変化の兆しが見えてきました。我が国で

は、特に東日本大震災以降、電気エネルギー利用のあり方は

国民全体の問題として注目されるようになったのではないで

しょうか。しかしながら、震災以降、電力システムに何が起

こっているのか、なぜ自然エネルギーの利用が簡単に進まな

いのか、そのことを理解するには専門的な知識が必要で、難

解なのが現実だと思います。この本は、「もっと電気を上手く

使うことができないのか」という問いに対して、Ｑ＆Ａ形式

で平易に解き明かしてくれています。「あの計画停電はどういうことだったのか」から、

「この際東西で周波数を揃えないのはなぜか」などの素朴な疑問まで、電気に関わる

疑問についても理解が進むと思います。

理工学部理工学科●所属北條 昌秀●推薦者名

電気の未来 スマートグリッド

著者名 大山力、加藤政一、浅野浩志、藤森礼一郎

出版社 日本電気協会新聞部 価格 １,６００円＋税 分類：電気工学・電子工学
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大学に入ると、これまでの受験科目だけの勉強から、多数の幅広
い学問領域を学ばなくてはいけなくなって大変です。しかし、１－
２年生に必要なことは、いきなり各分野の細かい知識を詰め込んだ
り誰かが出した結論を丸覚えしたりすることではありません。
急がば回れ。十代を終える前に必要なのは、まず自分のアタマで

「正しく」考える技術の修得です。「知っている」のと「考える」の
とは、まったく別モノです。と言って、「下手の考え休むに似たり」
とか「車輪の再発明」とか揶揄されるように、先人の知恵をまった
く無視して自己勝手流に考えてもダメですよね。「じゃあ、なにをど
うやって考えればいいの？」と思う人が多いことでしょう。本書で
は、「なぜ？だからなんなの？と問うこと」や「あらゆる可能性を検
討しよう」など自分のアタマで考えるための基本から、「グラフの使
い方が思考の生産性を左右する」など専門科目の学習にも欠かせな
いロジカルな態度、「情報ではなくフィルターが大切」のような将来

の進路を決めることにも繋がるテクニックが、人気ブロガーである著者による親しみやすい文章
で分かりやすく解説されています。これまでの人生で一度でも「考えが浅い」とか「もっとよく
考えろ」とか言われた憶えのある人には、特にお薦めです。

理工学部理工学科●所属真壁 和裕●推薦者名

自分のアタマで考えよう

著者名 ちきりん

出版社 ダイヤモンド社 価格 １,４００円＋税 分類：心理学

「能力が高いのに志が低いアムロの悲劇、能力が低いのに志が

高いシャアの悲劇」？、「実は医者もルーチンワーカー」？

「内容が過激すぎて科学雑誌への掲載がボツになった幻の原稿

『教授からのメッセージ』の完全版書籍化！」と出版当時の帯に

書かれていたほど歯に衣着せずに語られ、ネット上でも賛否両論

で炎上した本書ですが、その冒頭には、世の中のどんな仕事でも

「クリエイター」と「ルーチンワーカー」に分けられるという著

者の強い信念が述べられています。みなさんはどちらを目指しま

すか？絵描きですか、似顔絵描きですか？「野球選手を目指して

いながら、テニスコートで球拾いしたがる」人にならないために、

男性でも女性でも、理系でも文系でも、専門職を目指す人にもビ

ジネスマンになりたい人にも、「一度きりの人生を悔いなく生き

るために必要な３つのこと」があります。ハタチになる前に、ぜひ読んでおいてください。

（でも、全部を鵜呑みにすることはありません。真偽を疑いながら、主張のひとつひとつ

を丹念に読み解くことも大切です。笑）

理工学部理工学科●所属真壁 和裕●推薦者名

君たちに伝えたい３つのこと

著者名 中山敬一

出版社 ダイヤモンド社 価格 １,４２９円＋税 分類：倫理学・道徳
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よくテレビや雑誌・新聞などで“○○が効く”、“○○で治った”という
治療法に関する広告記事を目にします。新聞では一面を使った広告記事が
多いので、本文と誤解させられますが、広告です。また同様な治療法を
扱った出版が多くされています。これらの治療法は通常医療にかわる治療
法として、代替医療と呼ばれています。“代替”というと“通常医療より
も優れている”、“通常医療にとって代わるすごい治療法”という意味に感
じてしまいますが、定義としては単に“通常医療以外の治療法”、“本人が
納得しているなら自己責任で通常医療の代わりに受けてもいい治療”とい
うだけの意味しかありません。さて、これら代替医療はほとんどが個人の
体験に基づいたもので、個人差が大きく出ます。一方、病院で受けられる
通常医療は、統計など科学的な評価手法により確かに有効だと判定され
た、過去の民間療法や新しい治療法の集大成です。その特徴は、科学的な
評価を受けて有効だと判断された治療法はどんどん取り込んでいき、反対
にこれまで有効だとされていた治療法でも科学的な評価でその有効性が

疑問視されると捨てちゃうという、常に進化しつづけているということです。本書は伝統的治療法や新
しいアイディアによる治療法が、科学的評価と組み合わさって医学となり通常医療となるまでの生い立
ちや、代表的な代替医療に対する科学的な評価の過程を詳しく記述した本です。通常医療と代替医療だ
けでなく、科学的な評価方法も理解できる、よい読み物です。

理工学部理工学科●所属三輪 昌史●推薦者名

代替医療のトリック

著者名 サイモン・シン、エツァート・エルンスト（訳：青木薫）

出版社 新潮社 価格 ２,４００円＋税 分類：医学・薬学

大学に入っても、習った知識や考えを授業科目名の枠の中だけに

留めて、世界（宇宙）をひと繋がりの総体として理解しようと思わ

ない人が多くいます。ひとつの科目の知識を覚えるだけで隣接する

分野の現象には結びつかないとか、決まったことはできても応用が

利かないとか、カレーの作り方は覚えたけどシチューは作れないとか。

大学に入って下宿を始め、初めて料理をしようと思った人も多い

かもしれません。薄いレシピ本の10種類の料理をマスターするのに

四苦八苦していませんか？ひとつひとつレシピを覚えていくだけで

は、その数の料理しか作れません。しかし、著者は言います、「すべ

ての料理はサラダである」と。「なにそれ」と思った人は、本書を読

んでみてください。ここに書かれた「地球上のすべての料理をひと

つの四面体に収めてしまう原理」を理解したら、すぐにでも何万も

の種類の料理が作れるようになり、さらにその原理を応用すれば、

専門科目の間の関係にも気づき、複雑なこの世界（宇宙）の構造にまで思いが及ぶ……。なぜな

ら、「料理の四面体」というのは、「悲しき熱帯」や「野生の思考」など構造主義的アプローチで

有名な社会人類学者レヴィ＝ストロースの提唱した「料理の三角形」の拡張理論なのですから。

理工学部理工学科●所属真壁 和裕●推薦者名

料理の四面体

著者名 玉村豊男

出版社 中央公論新社（中公文庫） 価格 ６４８円＋税 分類：家政学・生活科学
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何か大きな事件が発生すると、テレビや新聞などでその背

景についての解説や意見が載せられます。そのとき、解説や

意見を補強するためにグラフがしばしば使われています。こ

のときのグラフは本当に正しいのでしょうか？そもそもこの

解説や意見は正しいのでしょうか？

この本では、テレビや新聞・雑誌などの主張が本当に正し

いのかどうか、判断する方法を面白おかしく（結果的には）

説明しています。記事というものは書き手の主張でしかなく、

読み手は自分で判断するものだ、ということを再認識できる

本です。レポートの読み書きに必要な知識が身につくかもし

れない、面白い本です。

理工学部理工学科●所属三輪 昌史●推薦者名

反社会学講座

著者名 パオロ・マッツァリーノ

出版社 筑摩書房（ちくま文庫） 価格 ７６０円＋税 分類：社会

交渉学という学問があります。交渉というと相手をうまく

言いくるめて利益を稼ぐというようなイメージで語られるこ

とが多いのですが、本当の交渉は、テーブルについた人々が

すべて「Yes」と言える案を捜しだすための「創造的な話し合

い」です。そのためには、どのようなコミュニケーションが

必要なのかを理論と実践から説いた本です。１９８１年の出版で

すが、アメリカでベストセラーとなり、多くの続編がでてい

ます。入門書として、読みやすい内容ですので、世界で活躍

したいと思う人、人とうまくつきあいたいと思う人、一読を

おすすめします。

理工学部理工学科●所属山中 英生●推薦者名

ハーバード流交渉術 イエスを言わせる方法

著者名 フィッシャー＆ユーリー

出版社 三笠書房（知的生きかた文庫） 価格 ４９５円＋税 分類：社会
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この紹介文を読んでいる方は、本を読むことで自分を成長

させ、大人になりたいと望んでいる方であろうと思います。

大人の思想と行動について本書はレポートされています（著

者がまえがきでそう書いております）。長いまえがきだけでも

読んでみて下さい。

これから沢山の本を手にする皆さんが「本が読む」という

気になれるといいなと思います。以下、本文からの引用です。

ふつうは「私」を主語にして「本を読む」と言うけれど、

私の場合は、どちらかというと、「本が私を読んでいる」とい

う気がすることが多い。『中略』本が私を選び、本が私を呼び

寄せ、本が私を読める主体へと構築する。私はそのように考

えている。

理工学部理工学科●所属渡邉 健●推薦者名

子どもは判ってくれない

著者名 内田樹
出版社 文藝春秋（文春文庫） 価格 ６２９円＋税 分類：社会

新入生の皆さん。まちを歩くことは好きですか。美しい建

物やまちなみは好きですか。人と話をすることは好きですか。

著者山崎さん達は、まちが抱える問題を解決するために、ま

ちを歩き、色々な人と話をし、住民だけでなく行政も活動に

巻き込みながら、各地で「つくらないデザイン」を展開して

います。「１００万人が１度だけ訪れる島ではなく、１万人が

１００回訪れたくなる島」ってどんな島なのでしょうか。「人の

つながりをデザインする」にはどうすればよいのでしょうか。

本書を通じて、閉塞感の漂う社会に対し「まだまだ状況は好

転させられる」きっかけをつかんでください。建築、都市計画系の本ですが、幅広く、

まち、人、デザイン、そして「公共」に興味がある方に勧めます。

理工学部理工学科●所属渡辺 公次郎●推薦者名

コミュニティデザイン 人がつながるしくみをつくる

著者名 山崎亮

出版社 学芸出版社 価格 １,８００円＋税 分類：建設工学・土木工学
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書名に「地域を変える」とあります。そんなこと本当にで

きるのでしょうか。この「地域」は、コミュニティと考えた

方がわかりやすいかもしれません。大学のサークル、学部や

学科、町内会、市町村など、人が集まる対象や空間に応じて

様々なコミュニティが存在します。それらを元気に、活発に

するための手段として、「デザイン」が取り上げられていま

す。ここでいうデザインとは、意匠的な美しさだけを追求す

るものではありません。本書では、「デザイン思考」という

キーワードが示されていますが、その説明は本書に譲ります。

皆さんはこれから数年間、大学というコミュニティの中で学

びます。ですが、一歩外に出てみると、色々なコミュニティ

が待っています。特に建設系の学生は、外部空間全てが学びの場であり、学びを実践

する場です。本書では、地域を変える身近なアイデアが紹介されています。本書を通

じて、皆さんの活動に何らかのヒントが得られることを期待しています。

理工学部理工学科●所属渡辺 公次郎●推薦者名

地域を変えるデザイン コミュニティが元気になる30のアイデア

著者名 issue+designproject（著）、筧裕介（監修）
出版社 英治出版 価格 ２,０００円＋税 分類：産業

この本は、日本を代表する建築家の一人である槇文彦氏に

より書かれた都市デザイン論です。1980年第１刷とかなり古

いですが、2013年に第20刷が発行されている息の長い本で

す。建築や都市の設計では、色々な視点から、対象地域につ

いて綿密に調査し、その場所の特性を把握することから始め

ます。この本では、江戸東京の都市空間を、道路網、微地形、

まちの表層の３つの視点から分析し、最終章では、まちの「奥」

について論じています。歴史的に、日本人は都市に何を「み

て」、それがどのような「かたち」で表れているのでしょう

か。この本を通じて、まちを観察する面白さを感じてくださ

い。建築や都市に興味がある人、NHK「ブラタモリ」に出てくる地形の話が好きな人

にすすめます。

理工学部理工学科●所属渡辺 公次郎●推薦者名

見えがくれする都市

著者名 槇文彦 他

出版社 鹿島出版会（SD選書１６２） 価格 ２,０００円＋税 分類：建築工学・土木工学
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福島県では、現在でも19万人近くが避難を行っている。しかし、

全体の97％にあたる２百万人弱の人は、福島で不安や困難を感じな

がらも住みつづけている。そうした人たちの不安や困難をどうした

ら寄り添うことができるのか。脱原発を最優先する人の中には、今

も福島に住みつづけている人たちの思いや願いに配慮することなく

事故の深刻さだけを「正義」として主張する人もいる。それがまた

福島に住む人たちを苦しめている。

本書は、これまで財政学・地域論の立場から一貫して原発反対を

貫いてきた著者が、原発事故後の福島で住み、生きる人達の立場に

立って、福島が直面する様々な言説に、１つ１つ答えていく。放射

能の恐ろしさは、身体への影響だけではない。地域や社会、さらに

は家族でさえも引き裂き分断していくことである。

政府や東電は言うまでもなく問題であり、その責任が問われ続け

なければならない。しかし、福島が問いかけているのは、それにとどまらない日本人自身の生き

方である。その問いかけをしっかり受け止め、自分自身で考えていくことが一人一人に求められ

ている。本書を読むことは、その問いかけに向き合う第１歩である。

生物資源産業学部●所属玉 真之介●推薦者名

原発とは結局なんだったのか― いま福島で生きる意味

著者名 清水修二

出版社 東京新聞 価格 １,４００円＋税 分類：電気工学

「パックス・アメリカーナ」という言葉があった。“アメリ
カによる平和”といった意味だ。特に冷戦終結後、グローバ
リゼーションという言葉がアメリカ一極集中と重なった時代
が到来した。ところがである。今やアメリカがゲームのルー
ルを作る時代は終わりを告げつつあり、かつまたそれに代わ
るプレーヤーがいるわけでもない。
かつてＧ７があり、G８となり、G20となった。しかし、

G20はまったく機能していない。そんな時代。それが「Ｇゼ
ロ」。今や「世界は、移行と驚異的な大変動の時代へ突入した。」
というのが、本書の世界認識である。そこにはいくつかのシ
ナリオが。米中G２、米中冷戦、地域分裂世界、世界協調な
ど。アメリカのために書かれた本書。日本は、あまり期待さ
れていない。

しかし、米中の狭間で、ただただアメリカ追従では、この驚異的な大変動に対応す
ることはできないだろう。まずは、世界の動きを知ることだ。本書はその１つの知見
を与えてくれる。

生物資源産業学部●所属玉 真之介●推薦者名

「Ｇゼロ」後の世界

著者名 イアン・ブレマー（訳：北沢格）

出版社 日本経済新聞出版社 価格 ２,４００円＋税 分類：政治
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「源氏物語」といえば、誰もが知ってる日本で最も有名な長

編小説。しかし、あの夢枕獏が「源氏物語」を自分流に書い

たら…、全く趣を異にする平安の舞台が構築されてしまいま

した。著者自身の言葉をあとがきより抜粋しておきましょう。

「最初に書いておいたが、凄い話だぞ、これは。何しろ、あ

の、蘆屋道満が出てくるのだ。蘆屋道満が案内役で、光源氏

と道満のふたりが、京の都で、古代史をめぐる旅をするので

ある。古代エジプト、ギリシア、唐－と、神話をたずねて旅

するその案内人蘆屋道満がメフィストフェレス役－となると

自然に、光源氏がファウスト博士役となる。…（中略）…傑

作です。」

生物資源産業学部●所属玉井 伸岳●推薦者名

秘帖・源氏物語 翁-OKINA

著者名 夢枕獏

出版社 角川書店（角川文庫） 価格 ５９０円＋税 分類：日本文学

物理学者であると同時に随筆家としても有名な寺田寅彦の

短文集「柿の種」。日常の何気ないことがらを淡々と描いた随

想集であるが、その視点・切り口の独特さに感銘を受ける。

本書には、「なるべく心の忙（せわ）しくない、ゆっくりとし

た余裕のある時に、一節ずつ間をおいて読んでもらいたい」

という著者自身の願いが込められている。大学入学は本書を

手にするよい機会ではないだろうか。一年くらいかけて、一

編一編じっくり味わって読んでほしい。

生物資源産業学部●所属玉井 伸岳●推薦者名

柿の種

著者名 寺田寅彦

出版社 岩波書店（岩波文庫） 価格 ７００円＋税 分類：日本文学
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私たちは、普段、何不自由なく日本語を使っていますが、

その日本語で、正確、簡潔、論理的に作文をするというのは

皆さんが思っている以上に難しいことなのです。木下氏は、

物理学者でありながら、長年、日本語の表現や思考方法に真

摯に向き合い、多数の著作を発表されてきました。本書はそ

の中でも最も有名な著作の一つで、1981年に出版されて以

来、現在もなお重版の続くまさに必読の一冊。さて次の例文、

何か違和感を覚えませんか？「近頃の学生は整った文章を書

く能力がないと言う声をよく聞くが、私はこれは主に理科系

の学生に関していわれていることだと思う。理科系の学生がきちんとした文章を書け

ないことにふしぎはない。彼らの本領は文学ではないからである。」

生物資源産業学部●所属玉井 伸岳●推薦者名

理科系の作文技術

著者名 木下是雄

出版社 中央公論新社（中公新書） 価格 ７００円＋税 分類：自然科学

新入生の皆さんは平成生まれなので、戦争は遠い昔の話だ

と思います。皆さんは教科書から戦争について詳しく学んで

いますが、戦前、戦中および戦後での人々の心の変化につい

て考えたことは、ほとんどないでしょう。この本は第二次世

界大戦が始まる前に少年だった作者が、戦争と言う時代に大

人になる成長期を過ごした日々の物語です。否応なく生活全

てに関わってきた戦争に翻弄されていく中でも、逞しく生き

るＨ少年の姿には共感できます。日本人が知っておくべきで

ある過去の重い歴史である戦争は生活にどのような影響を与

えたのか、また、人々はその時代に何を考えて生きていたのかを知って欲しいと思い

ます。

生物資源産業学部●所属松木 均●推薦者名

少年Ｈ〈上・下〉

著者名 妹尾河童

出版社 講談社（講談社文庫） 価格 各６７６円＋税 分類：日本文学
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三島由紀夫２９歳のときの作品（昭和２９年）であるが、新

治と初江という若い二人を主人公として伊勢湾に浮かぶ小島

で展開される単なる恋愛物語ではない。古代ギリシア文学の

ロンゴス『ダフニスとクロエー』(２世紀後半～３世紀前半)

を下敷きにした作品であり、そこには古代ギリシアの牧歌風

な雰囲気が漂っていて、国と時代を超越した人間と自然の調

和をテーマとしている。若い二人の素朴な恋は、作者自身に

とってもアルカディア（理想郷）とも言うべき伊勢湾の周囲

一里に満たない小島で育まれ、海という自然によって護られ

ながら、幾多の困難を経たのちにより高い真実の愛へと辿り

着くのである。情報化の傾向がますます強くなっていく現代

にこそ、このような人間生活と自然の神秘的な美との完全な調和を描いた作品が見直

されるべきではないか。何度か映画化もなされており、映画を鑑賞しながら三島作品

『潮騒』を読むのも楽しいものである。

教養教育院●所属石川 榮作●推薦者名

潮騒

著者名 三島由紀夫
出版社 新潮社（新潮文庫） 価格 ４３０円＋税 分類：日本文学

新入生の皆さん、大学生活に胸を弾ませていることと思い

ます。私がお勧めするは理屈抜きに楽しめる歴史小説です。

戦国時代、小田原北条氏に属し、“でくのぼう”と呼ばれてい

た小大名の成田長親が、石田三成率いる大軍勢の秀吉軍に強

固に立ちふさがり、小田原落城まで唯一籠城して持ちこたえ

た支城「忍城（おしじょう）」の物語です。主人公の全く型に

はまらない考え方や周りの人々を惹きつけていく人間性など

は、これからの学生生活にも参考になるのではないでしょう

か。晴れやかな気持ちになれる読後感を感じることができる

一冊です。

生物資源産業学部●所属松木 均●推薦者名

のぼうの城〈上・下〉

著者名 和田竜

出版社 小学館（小学館文庫） 価格 各４５７円＋税 分類：日本文学
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事故のために記憶が８０分しか持たない数学の博士と、家政

婦との軽妙でかつ心温まる交流。それに家政婦の子供も加わ

るが、文学作品に、数式が持つ不思議な魅力をも巧みに盛り

込んだとても感動的な作品。恐らく、数学が苦手な人も、数

学が好きな人も、数学の果てしなくも神秘的で魅力的な世界

を味わうことができる希有な作品で、小説としての完成度も

非常に高いものである。

教養教育院●所属宮崎 隆義●推薦者名

博士の愛した数式

著者名 小川洋子

出版社 新潮社（新潮文庫） 価格 ４９０円＋税 分類：日本文学

高校での学習は教科書に書かれている内容を理解して『覚

える』ことが中心だったでしょう。大学では、学習内容を

『疑う』批判的思考力を身につけることが求められます。高

校までの学習を通して培われた常識、固定観念に縛られず、

頭を柔らかくしてすべてを疑う脳の柔軟運動を行うために、

この本をお勧めします。「飛行機が飛ぶしくみが完全には解明

されていない」から始まり、「教科書に載っている科学の知識

のほとんどは仮説にすぎない」ということを天動説、相対性

理論、宇宙論などを例に紹介してくれます。筆者は科学作家

であり、ミステリー作家でもあります。物理の内容が書かれ

ているのですが、高校で物理を学んでいない人にもわくわく

しながら読み、そのエッセンスは理解できるように書かれています。科学の世界を推

理していく楽しさを味わってください。

教養教育院●所属斉藤 隆仁●推薦者名

９９.９％は仮説

著者名 竹内薫

出版社 光文社（光文社新書） 価格 ７００円＋税 分類：自然科学



―５６―

皆さんは高校時代に、現代の歴史を学びましたか？もしか

すると、時間が足りずにアバウトに飛ばされてしまったか

も。古代から世界史を始めれば、知らなくてはならないこと

は沢山あって「現代までは・・・」かもしれません。確かに

「ナントの勅令」も「唐の租庸調」も知識としては重要です。

でも現代に生きる我々には「現代がどう動いているのか」を

知ることは非常に大切です。そんな皆さんにお勧めするのが、

池上彰氏の「そうだったのか！現代史」です。この本では２０

世紀の様々な出来事や政治や経済の動きが、読みやすい文章

で書かれています。休日を使えば、１日で１冊を読み切るこ

とができます。なお、この本には続編があります。どんなものがあるかは、自分自身

で探してください。この位の検索は、これから大学で学ぼうとする人なら「できて当

然」のことです。頑張ってください。

教養教育院●所属宮澤 一人●推薦者名

そうだったのか！現代史

著者名 池上彰

出版社 集英社（集英社文庫） 価格 ７２４円＋税 分類：歴史

徳島に１６年暮らして、徳島の風物や人々を中心に書きつ

づった随想記。ポルトガルの人で、海軍軍人から神戸でポル

トガル総領事を務めながら、敬愛する日本と日本の人々を眺

め、愛する人たちへの追慕に徳島に住みながら随想としてま

とめている。その優れて繊細な感性は、時代を超えて今の人々

に訴えてくるものがある。異文化理解、国際理解が叫ばれる

現代において、その本質を理解する上で非常に優れた作品と

いえるだろう。こういう人が徳島に住んでいたということだ

けでも驚きという他あるまい。徳島再発見にもつながる。

教養教育院●所属宮崎 隆義●推薦者名

モラエスの日本随想記 徳島の盆踊り

著者名 ヴェンセスラウ・デ・モラエス（訳：岡村多希子）

出版社 講談社（講談社学術文庫） 価格 ８２０円＋税 分類：スペイン・ポルトガル文学
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「ファンタジア」とは創造力の源泉のこと。そんなものをど

うやって本の中で表現するんだろう？と思いつつ読んでみる

と・・・図版が多くて読みやすく、でもその図版の前でじっ

と考え込むような、理論と実践が1冊の本の中で展開されて

いる知的刺激にあふれる本でした。独創性というと、自由き

まま、と考えられがちだと思いますが、技術や道具への正し

い知識があってこそ、という指摘は重要です。また、ファン

タジアの発達にはより多くの情報が必要で、でも情報を記憶

しているだけでファンタジアを活用しないなら情報は使えな

い道具である、という指摘もいちいちそのとおり。図書館で

仕事をしているからには、このファンタジアの活用というあたりに踏み込んで貢献し

たいものです。という訳で、まずはこの本をおすすめします。

図書情報課●所属佐々木 奈三江●推薦者名

ファンタジア

著者名 ブルーノ・ムナーリ（訳：萱野有美）

出版社 みすず書房 価格 ２,４００円＋税 分類：工芸

大学に入ったばかりの皆さん、次は就活、とドキドキしていま
せんか？就活というと一番に面接の受け方やエントリーシート
の書き方が気になるかも知れません。でもその前に「働くってな
んだろう」ということから考えてみるというのはいかがでしょ
う？
そのヒントとしておすすめしたいのがこの本、「ふむふむ :お

しえて、お仕事!」です。小説家三浦しをんさんと女性の職人さ
んとの対談集で、染色家、ビール職人、活版印刷職人、工事現場
監督などなど、色んな職人、職業の方が出てきます。どちらかと
いうと、好きなことを職業にした幸運な方が多く紹介されていま
すが、当然平坦な道ばかりではありません。でもどの方も、自分
の仕事が届く先の「人」のことを考え、真摯にそして何より楽し
そうに働いています。どんな職業に付くにしても、仕事への心構

えは必要だし、こういった本を読むことで「世の中にはこんな仕事があるんだ！」と少し
だけ視野を広げられれば、自分の中に余裕が生まれるのではないでしょうか。楽しく読ん
でもらいたい１冊です。

図書情報課●所属佐々木 奈三江●推薦者名

ふむふむ :おしえて、お仕事!

著者名 三浦しをん

出版社 新潮社 価格 １,３００円＋税 分類：社会
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「自分」と「歴史」という事実と向き合った作者の思いが、

自分の感覚として伝 わってきます。作者は歴史の流れに翻弄

される自分の父のことを知り、時代や社会の中で「生きる」

ことを冷静に受け止めつつ描いています。また、日中の関係

を捉えなおすきっかけにもなるでしょう。そして、この作品

を新入生の皆さんにお勧めする最大の理由は、作者は徳島大

学の学生生活の中で、時間をかけてじっくりこの問題に取り

組んだ点にあります。大学生活の集大成ともいえる超大作で

す。皆さんの実り多い学生生活を応援しています。

人事課●所属藤本 史子●推薦者名

あの戦争から遠く離れて― 私につながる歴史をたどる旅

著者名 城戸久枝

出版社 情報センター出版局 価格 １,６００円＋税 分類：日本文学
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＜分野別索引＞

■総記

インターネットはからっぽの洞窟 植野 哲 薬学部 製剤設計薬学…………Ｐ２９

■図書館・図書館学

読書からはじまる 依岡 隆児 総合科学部 社会総合科学科………Ｐ１１

それでも、読書をやめない理由 依岡 隆児 総合科学部 社会総合科学科………Ｐ１０

知的生活の方法 武田 憲昭 医学部 医学科…………………Ｐ１６

読書術 長尾 文明 理工学部 理工学科………………Ｐ４２

■哲学各論

暗黙知の次元 三宅洋一郎 歯学部 歯学科…………………Ｐ２７

■西洋哲学

ニコマコス倫理学 〈下〉 山本真由美 総合科学部 社会総合科学科………Ｐ９

大衆の反逆 上番増 喬 医学部 医科栄養学科 ………Ｐ19

■心理学

フロー体験入門 楽しみと創造の心理学

赤池 雅史 医学部 医学科…………………Ｐ１２

アイデアのつくり方 二川 健 医学部 医科栄養学科…………Ｐ２２

自分のアタマで考えよう 真壁 和裕 理工学部 理工学科………………Ｐ４６

■倫理学・道徳

会社人生で必要な知恵はすべてマグロ船で学んだ

竹内 政樹 薬学部 薬品分析学……………Ｐ３１

自分のための人生―今日を賢明に生きてますか

石田 徹 理工学部 理工学科………………Ｐ３５

仕事は楽しいかね？ 田村 隆雄 理工学部 理工学科………………Ｐ４０

君たちに伝えたい３つのこと 真壁 和裕 理工学部 理工学科………………Ｐ４６

■仏教

臨済録 水島多喜男 総合科学部 社会総合科学科………Ｐ８

■歴史

そうだったのか！現代史 宮澤 一人 教養教育院……………………………Ｐ５６

■日本史

草の根のファシズム：日本民衆の戦争体験

荒武 達朗 総合科学部 社会総合科学科………Ｐ２

ＮＨＫスペシャル 日本人はなぜ戦争へと向かったのか 〈上・戦中編・下〉

福井 義浩 医学部 医学科…………………Ｐ１７

■伝記

福翁自伝 田島 俊郎 総合科学部 社会総合科学科………Ｐ７

生きること学ぶこと 二川 健 医学部 医科栄養学科…………Ｐ２２

代表的日本人 田中 保 薬学部 衛生薬学………………Ｐ３２

野口英世は眠らない 河村 保彦 理工学部 理工学科………………Ｐ３８
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平賀源内に学ぶイノベーターになる方法

日下 一也 理工学部 理工学科………………Ｐ３９

■社会科学

子どもは判ってくれない 渡邉 健 理工学部 理工学科………………Ｐ４９

■政治

大地の咆哮 元上海総領事が見た中国 荒武 達朗 総合科学部 社会総合科学科………Ｐ３

「Ｇゼロ」後の世界 玉 真之介 生物資源産業学部……………………Ｐ５１

■経済

ウォールストリート・ジャーナル式 図解表現のルール

塚越 雅幸 理工学部 理工学科………………Ｐ４０

■社会

子どもたちのアフリカ〈忘れられた大陸〉に希望の架け橋を

饗場 和彦 総合科学部 社会総合科学科………Ｐ２

人口減少社会という希望 石田三千雄 総合科学部 社会総合科学科………Ｐ３

なぜ水俣病は解決できないのか 小山 保夫 総合科学部 社会総合科学科………Ｐ５

銃・病原菌・鉄 〈上・下〉 福井 義浩 医学部 医学科…………………Ｐ１８

人を助けるとはどういうことか 本当の「協力関係」をつくる７つの原則

岡久 玲子 医学部 保健学科………………Ｐ２３

図解 自分の気持ちをきちんと〈伝える〉技術

梶原 京子 医学部 保健学科………………Ｐ２４

「ゆらぐ」ことのできる力 ゆらぎと社会福祉実践

片岡 三佳 医学部 保健学科………………Ｐ２４

ルフィの仲間力― 「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」流、周りの人を味方に変える法

白山 靖彦 歯学部 口腔保健学科…………Ｐ２９

銃・病原菌・鉄 〈上・下〉 宮本 理人 薬学部 医薬品機能生化学……Ｐ３３

ハーバード流交渉術 イエスを言わせる方法

山中 英生 理工学部 理工学科………………Ｐ４８

反社会学講座 三輪 昌史 理工学部 理工学科………………Ｐ４８

ふむふむ：おしえて、お仕事！ 佐々木奈三江 図書情報課……………………………Ｐ５７

■教育

高学歴ワーキングプア「フリーター生産工場」としての大学院

井本 逸勢 医学部 医学科…………………Ｐ１４

ぼくらの就活戦記―難関企業内定者４０人の証言―

成行 義文 理工学部 理工学科………………Ｐ４３

大学の話をしましょうか―最高学府のデバイスとポテンシャル―

橋本 親典 理工学部 理工学科………………Ｐ４３

＜分野別索引＞
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＜分野別索引＞

■風俗習慣・民俗学・民族学

チョコレートの世界史―近代ヨーロッパが磨き上げた褐色の宝石―

宮本 理人 薬学部 医薬品機能生化学……Ｐ３４

■自然科学

科学者という仕事―独創性はどのように生まれるか

井本 逸勢 医学部 医学科…………………Ｐ１３

背信の科学者たち 井本 逸勢 医学部 医学科…………………Ｐ１３

こっそりマスターシリーズ［いまさら誰にも聞けない医学統計の基礎のキソ；１］

まずは統計アレルギーを克服しよう！

伊藤 博夫 歯学部 歯学科…………………Ｐ２６

科学するブッダ 犀の角たち 富田 卓朗 理工学部 理工学科………………Ｐ４１

理科系の作文技術 玉井 伸岳 生物資源産業学部……………………Ｐ５３

９９.９％は仮説 斉藤 隆仁 教養教育院 …………………………Ｐ５５

■数学

線形代数３０講 大橋 守 理工学部 理工学科………………Ｐ３７

πの歴史 片山 真一 理工学部 理工学科………………Ｐ３８

いかにして問題をとくか 桑原 類史 理工学部 理工学科………………Ｐ３９

■物理学

ＳＹＮＣ（シンク）～なぜ自然はシンクロしたがるのか～

上手 洋子 理工学部 理工学科………………Ｐ３６

■化学

有機化学の理論 ～学生の質問に答えるノート

中尾 允泰 薬学部 分子創薬化学…………Ｐ３３

■天文学・宇宙科学

ＣＯＳＭＯＳ 〈上・下〉 堤 和博 総合科学部 社会総合科学科………Ｐ７

■地球科学・地学

大陸と海洋の起源 青矢 睦月 理工学部 理工学科………………Ｐ３５

■生物科学・一般生物学

ダーウィンの夢 野地 澄晴 学長……………………………………Ｐ１

生物と無生物のあいだ 竹谷 豊 医学部 医科栄養学科…………Ｐ２１

Ｙ染色体からみた日本人 佐藤 陽一 薬学部 医療品情報学…………Ｐ３１

■動物学

三毛猫の遺伝学 谷村 綾子 歯学部 歯学科…………………Ｐ２６

■医学・薬学

「健康格差社会」を生き抜く 佐藤 充宏 総合科学部 社会総合科学科………Ｐ６

ここ 食卓から始まる生教育 勝浦 桜子 医学部 医学科…………………Ｐ１５

生命の未来を変えた男 山中伸弥・iＰＳ細胞革命

玉置 康晃 医学部 医学科…………………Ｐ１６
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＜分野別索引＞

グレイ解剖学の誕生 二人のヘンリーの１８５８年

福井 義浩 医学部 医学科…………………Ｐ１７

人生最後のご馳走 上番増 喬 医学部 医科栄養学科 ………Ｐ19

やせる！低ＧＩダイエット 奥村 仙示 医学部 医科栄養学科…………Ｐ２０

デタラメ健康科学 ＢＡＤ ＳＣＩＥＮＣＥ 阪上 浩 医学部 医科栄養学科…………Ｐ２１

やぶ医者のなみだ 齋藤 憲 医学部 保健学科………………Ｐ２５

脳地図を書き換える―大人も子どもも、脳は劇的に変わる

野間 隆文 歯学部 歯学科…………………Ｐ２７

献身 ―遺伝病ＦＡＰ（家族性アミロイドポリニューロパシー）患者と志多田正子たちのたたかい

吉本 勝彦 歯学部 歯学科…………………Ｐ２８

代替医療のトリック 三輪 昌史 理工学部 理工学科………………Ｐ４７

■技術・工学

ムーンショットデザイン幸福論 塚越 雅幸 理工学部 理工学科………………Ｐ４１

TheNew ScienceofStrongMaterials:OrWhyYouDon'tFallThroughtheFloor

ナカガイト アントニオ ノリオ 理工学部 理工学科………………Ｐ４２

■建設工学・土木工学

四大公害病 吉本 勝彦 歯学部 歯学科…………………Ｐ２８

コミュニティデザイン 人がつながるしくみをつくる

渡辺公次郎 理工学部 理工学科………………Ｐ４９

見えがくれする都市 渡辺公次郎 理工学部 理工学科………………Ｐ５０

■建築学

ビルはなぜ建っているか なぜ壊れるか ―現代人のための建築構造入門―

橋本 親典 理工学部 理工学科………………Ｐ４４

■機械工学・原子力工学

フェニックス（不死鳥）王昌の「モノづくり」

岡久 稔也 医学部 医学科…………………Ｐ１４

「はやぶさ」式思考法 日本を復活させる２４の提言

伊藤 照明 理工学部 理工学科………………Ｐ３６

工学の歴史―機械工学を中心に 日野 順市 理工学部 理工学科………………Ｐ４５

■電気工学

原発とは結局なんだったのか―いま福島で生きる意味

玉 真之介 生物資源産業学部……………………Ｐ５１

■電気工学・電子工学

電気の未来 スマートグリッド 北條 昌秀 理工学部 理工学科………………Ｐ４５

■化学工業

スパイス、爆薬、医薬品 世界史を変えた１７の化学物質

大高 章 薬学部 機能分子合成薬学……Ｐ３０
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■家政学・生活科学

料理の四面体 真壁 和裕 理工学部 理工学科………………Ｐ４７

■産業

地域を変えるデザイン コミュニティが元気になる３０のアイデア

渡辺公次郎 理工学部 理工学科………………Ｐ５０

■工芸

ファンタジア 佐々木奈三江 図書情報課……………………………Ｐ５７

■言語

言語学の教室―哲学者と学ぶ認知言語学

宮本 理人 薬学部 医薬品機能生化学……Ｐ３４

■日本語

この１冊できちんと書ける！論文・レポートの基本

稲垣 明浩 医学部 医学科…………………Ｐ１２

日本語の作文技術 大石 篤哉 理工学部 理工学科………………Ｐ３７

■英語

日本人の英語 日置 善郎 理工学部 理工学科………………Ｐ４４

■日本文学

ノルウェイの森 〈上・下〉 佐藤 健二 総合科学部 社会総合科学科………Ｐ５

月の上の観覧車 山本真由美 総合科学部 社会総合科学科………Ｐ９

あの戦争から遠く離れて―私につながる歴史をたどる旅

葭森 健介 総合科学部 社会総合科学科………Ｐ１０

『寺田寅彦随筆集』全５巻 依岡 隆児 総合科学部 社会総合科学科………Ｐ１１

重力ピエロ 上村 浩一 医学部 医学科…………………Ｐ１５

しつけ帖 上番増 喬 医学部 医科栄養学科…………Ｐ１８

数学者の言葉では 酒井 徹 医学部 医科栄養学科…………Ｐ２０

沈まぬ太陽（アフリカ編上・下、御巣鷹山編、会長室編上・下）

二川 健 医学部 医科栄養学科…………Ｐ２３

人間というもの 石丸 直澄 歯学部 歯学科…………………Ｐ２５

見残しの塔―周防国五重塔縁起 大高 章 薬学部 機能分子合成薬学 …Ｐ３０

道ありき 田中 秀治 薬学部 薬品分析学……………Ｐ３２

柿の種 玉井 伸岳 生物資源産業学部……………………Ｐ５２

秘帖・源氏物語 翁-ＯＫＩＮＡ 玉井 伸岳 生物資源産業学部……………………Ｐ５２

少年Ｈ 〈上・下〉 松木 均 生物資源産業学部……………………Ｐ５３

のぼうの城 〈上・下〉 松木 均 生物資源産業学部……………………Ｐ５４

潮騒 石川 榮作 教養教育院……………………………Ｐ５４

博士の愛した数式 宮崎 隆義 教養教育院……………………………Ｐ５５

あの戦争から遠く離れて―私につながる歴史をたどる旅

藤本 史子 人事課…………………………………Ｐ５８
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■英米文学

2001年宇宙の旅 決定版 山内 暁彦 総合科学部 社会総合科学科………Ｐ８

■ドイツ文学

デミアン 井戸 慶治 総合科学部 社会総合科学科………Ｐ４

グリム童話：メルヘンの深層 熊坂 元大 総合科学部 社会総合科学科………Ｐ４

■フランス文学

慈しみの女神たち 〈上・下〉 田島 俊郎 総合科学部 社会総合科学科 ……Ｐ６

■スペイン・ポルトガル文学

モラエスの日本随想記 徳島の盆踊り 宮崎 隆義 教養教育院……………………………Ｐ５６
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図書館といえば、本がたくさんあって、みんなが静かに勉強をしているところ・・・。

でも、大学図書館は少し違います。みなさんの学習、研究のために役立つ施設・サービス

がたくさんあります。その中からいくつかご紹介しましょう。

OPAC（OnlinePublicAccessCatalog：徳島大学蔵書目録）
春の大学図書館では、新入生のみなさんがあまりの本の多さに驚いている光景をよく見か

けます。この中から目的の本や雑誌を探すためにあるのがOPACです。インターネットで検
索できます。図書館の中にも各階にOPAC専用パソコンを設置していますのでまずはアクセ
スしてみましょう。

マイライブラリ

パソコンから、自分が借りている本を確認したり、貸出期間を延長したりすることができ

るページです。OPACで検索した結果をマイフォルダに登録・管理することもできます。

ラーニング・コモンズ＆グループ学習室

大学の講義では、グループで作業して発表する、なんてことがよくあります。その準備を

するためには、テキスト見ながら、パソコン使いながら、ディスカッションをする、という

場があると便利ですね。

徳島大学附属図書館には、それがあります。「ラーニング・コモンズ」といいます。図書館

本館には１階東側にラーニング・コモンズがあり自由にディスカッションしながら勉強する

ことができます。自動販売機をおいた「カフェテリア」もありますので勉強の合間の休憩も

できますよ。ちなみに、２階はサイレント・ゾーン。静かに勉強したいときは２階へどうぞ。

蔵本分館のラーニング・コモンズは、１階ゲートを入った正面にあります。グループで相

談しながら資料を作っている光景がよく見られます。また、２階にあるグループ学習室と

ミーティングルーム（計６室）は、予約が取れない時もあるほど大人気です。６室のうち５

室にはBIGPADという、一台で電子黒板とパソコンの機能を併せ持つ機器があり、グループ
での学習や打合わせによく利用されています。

SSS（StudySupportSpace）
大学って、高校までの勉強と全然違う・・・とお困りの学生を助けるのが、ＳＳＳです。

レポートの書き方や勉強の仕方、専門分野の内容まで、アドバイザーの先生や大学院生の方

がどんな相談にものってくれます。図書館本館１階でお待ちしています。

講習会

大学で研究するためには、世界中にあふれる研究情報をうまくキャッチする必要がありま

す。インターネットがあるじゃない？と思うかもしれませんが、この世界は奥が深いのです。

図書館の「データベース」を使うと、たくさんの学術情報を簡単に手に入れることができま

す。図書館では、「データベース」の使い方や、図書館の本や雑誌の探し方などを説明する

「講習会」を開催しています。参加してみてくださいね。

徳島大学附属図書館にようこそ
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図書の予約・購入希望

図書館で本を利用するときの便利なサービスがあります。詳しくは、下の４コマ漫画を読

めばわかります！

徳島大学附属図書館メールマガジン「すだち」No.７２（２０１１/１/２４掲載）より転載

メルマガ「すだち」には本の入荷情報、イベント情報などお得な情報がいっぱいです。

ぜひ購読してくださいね！

登録はこちらhttp://www.lib.tokushima-u.ac.jp/m-mag/index.html

レファレンス

調べたいことがあるんだけど、調べ方がわからない・・・。そんな時は図書館の出番です。

図書館のカウンターに何でも聞いてみてください。便利なサイト、参考になる本、調査方法

などなど、お調べします。ただし、課題の答えは教えられませんのであしからず。
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図書館では、みなさんと本をつなぐため、様々なサービスや活動を行っています。その中

から主なものを紹介します。

ブクログ「徳島大学附属図書館ユーザーのオススメ本棚」

「ブクログ」とはウェブ上に本棚を作るサー

ビス。本の感想を記録したり、他の本棚に感

想を書いたりできる、「本好きのためのSNS」

です。この「ブクログ」を使って徳島大学の

学生や先生、図書館職員のオススメ本を一堂

に集めウェブ上で使えるようにした本棚、そ

れが「徳島大学附属図書館ユーザーのオスス

メ本棚」です。

「何か面白い本がないかな・・・」というと

きには、図書館ホームページのトップページ

にある「ブクログ」のバナーをクリック！

新しい本との「出会いと交流の場」として、

ぜひ使ってみてくださいね。

ライブラリー・ワークショップ

ライブラリー・ワークショップとは、図書館を拠点に活動しているサークルです。図書館

を学生目線で盛り上げるために本の展示やポップコンテスト、読書会、新聞「LoveLibrary

Letter(LLL)」の発行など本をめぐる様々な活動を行っています。

LLLは2013年１月より月刊で発行しています。

おすすめ本や知って得する図書館情報、ステキな

名言などを紹介していますので、是非読んでみて

ください。図書館のホームページからもアクセス

できます。

メンバーはいつでも募集中！興味のある方は図

書館カウンターに尋ねてみてくださいね。

ブックハンティング

「学生が、図書館に置く本を、自分たちの手で書店

で選ぶ」それがブックハンティングです。普段とは

違った視点から本を見ることができると、多くの学

生さんに好評をいただいています。年に数回開催し

ていますので、都合の合う時にぜひ参加してみてく

ださい。

新しい本の世界へようこそ
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ビブリオバトル

ビブリオバトルとは、「お気に入りの本を５分間でプレゼンテーションし、より多くの聴衆

にその本を読んでみたい！と思わせたら勝ち」という本の紹介コミュニケーションゲームで

す。

2013年にはビブリオバトルの全国大会である「ビブリオバトル首都決戦」に徳島代表を送

り出し、初参加にも関わらず「特別賞」を受賞しました。2014年からは、複数の先生方と連

携して、ビブリオバトルを行う共通教育授業「読書コミュニケーションへのいざない」も開

講しています。こういった、徳島でのビブリオバトル普及を支えているのが、徳島大学のサ

ポート系サークル「阿波ビブリオバトルサポーター」です。先生方や図書館職員と連携して

図書館を中心に活動しています。あなたも、本の発表者、あるいはスタッフとして参加して

みませんか？

授業サポートナビ

授業サポートナビとは、各講義のシラバス掲載図書や学習に必要な図書・Webサイトにつ

いて講義を行う先生方に紹介していただくものです。

リストアップされた図書は、本館では各閲覧室に、蔵本分館では２階生命科学閲覧室内の

「授業サポートナビコーナー」に並んでいます。授業の予習・復習に大いに役立ててくださ

い。リストは図書館ホームページでも見ることができ、先生ご本人による授業紹介の動画な

ども配信していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。

本館授業サポートナビ展示 蔵本分館授業サポートナビコーナー
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蔵本分館テーマ展示

蔵本分館では、１階エントランスホール

にて旬のテーマや１つの分野に収まらない

学際的なテーマを取り上げ、先生方に監修

していただいた図書とiPadアプリを展示し

ています。

「こんな本があるんだ」「勉強に役立ちそ

う」という発見が得られるのではないかと

思われますので、ぜひ手に取ってみてくだ

さい。

また、iPadとBIGPADを組合せてアプ

リを大画面で体験することができます。３

Dで拡大や回転が自由にできる、タブレット端末ならではの利点を生かしたアプリが医療系

にはたくさんありますので、試してみて「いいね！」と思うアプリがあったら、あなたの学

びにぜひ取りいれてくださいね。

MyRecommendations

先生や先輩の「読んでよかった」「感動した」「参考になった」、そんなオススメ本を展示し

ているコーナーがMyRecommendationsです。皆さんの目に留まりやすいよう、１つ１つ

に手作りPOPをつけています。所属学部の先生がどんな本を推薦しているのか、見てみるだ

けでも面白いのではないでしょうか。ブクログ「徳島大学附属図書館ユーザーのオススメ本

棚」や蔵本分館ブログでは、POPには収まりきらない先生方の思いが詰まった長文バージョ

ンも掲載されていますので、ぜひ読んでみてください。

MyRecommendationsコーナー（本館） MyRecommendationsコーナー（蔵本分館）
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ピョートル

タヌキーナ先生

きりきりマイ

うーる

Dr.ホー

やぎぎ

おぱっクマ

つねくら＝（つね）常三島キャンパス+（くら）蔵本キャンパス

徳島大学
附属図書館
キャラクター

徳島大学附属図書館の正式キャラクター
「つねくら学園のなかまたち」って？

つねくら学園とは「(つね)常三島キャンパス+(くら)蔵本キャンパス」から
つくった架空の学園。
このコたちは,その学園で学ぶ仲間なのです。

つねくら学園のなかまは全部で7人。教授のDr.ホー，タヌキーナ先生，
学生のやぎぎ，うーる，きりきりマイ，ピョートル，OPACの化身のおぱっクマと
それぞれ個性的なキャラクターとなりました。


