
内容 分類 図書館有無

『本は、これから』
池澤夏樹著編 岩波書店 (2010)

グーテンベルグ革命から5世紀。電子の端末が膨大なコンテンツか
ら美しい「ページ」を開くこの時代、あなたにとって「本」とは
いったい何か。鋭いアンテナの持ち主が応える…… 本の過去と未
来を俯瞰する37のエッセイ

【新書】
020イ

有

『14歳の君へ どう考えどう生きるか』
池田晶子著 毎日新聞社 (2007)

人には14歳以後、一度は考えておかなければならないことがある!
今の学校教育に欠けている、14、5歳からの「考える」ための教科
書。「自分とは何か」「友情と愛情」「恋愛と性」など30のテー
マを取り上げる。

104イ 有

『それでも日本人は「戦争」を選んだ』
加藤陽子著 新潮社 (2009)

講義の間だけ戦争を生きてもらいました 。
明治以来、四つの対外戦争を戦った日本。膨大な犠牲を払い、な
お誰もが戦争やむなしと考えたその論理とは?

210カ 有

『これからの「正義」の話をしよう』
マイケル・サンデル著 早川書房 (2010)

「1人を殺せば5人が助かる。あなたはその1人を殺すべきか?」正解
のない究極の難問に挑み続ける、ハーバード大学の超人気哲学講
義“JUSTICE”。サンデル教授の問いに取り組むことで見えてく
る、よりよい社会の姿とは?

311サ 有

『内山節のローカリズム原論』
内山節著 農村漁村文化協会 (2012)

地域、コミュニティ、共同体とは何か、これからの社会のかたちを
どこに求めるべきなのか。それは震災後の復興を考えていく作業で
もあり、同時に、いきづまった現代社会をいかに変えていったらよい
のかについての考察でもあった(「はしがき」より)。

361ウ 有

『なつかしい時間』
長田弘著 岩波書店 (2013)

言葉、風景、人たち、本……。この国の未来にむかって失われては
いけない大切なもの。20世紀の終りから21世紀へ、そして3・11へと
いう時代に立ち会いつつ、再生を求めて、みずからの詩とともに、
NHKテレビ「視点・論点」で語った17年の集成。

【新書】
914オ

有

『「個性」を煽られる子どもたち』
土井隆義著 岩波書店 (2004)

衝動的・短絡的な行動はどこから来るのか？「自分らしくあるこ
と」のプレッシャーにさらされる子どもたち．その人間関係の網の
目―「親密圏」の変容をキーワードに考察する〈現代子ども論〉

【ブック
レット】
367ド

有

『語りきれないこと-危機と傷みの哲学』
鷲田清一著 角川oneテーマ21 (2012)

語りきれない苦しみを抱えて、人はどう生きていけばいい？　阪神
大震災を機に当事者の声を聴く臨床哲学を提唱した著者が、東日本
大震災から一年を経て、心を復興し、命を支える「人生の語りなお
し」の重要性を説く。

無

★人文系★



内容 分類 図書館有無

『独立国家のつくり方』
坂口恭平著 講談社 (2012)

現政府に文句があるなら、勝手に独立国家をつくっちゃえばいい。匿
名化したシステムとは戦わない。何も破壊しない。ただ、歩きかたを
変えること。視点を変えること。そして、思考しつづけること。いまこ
こにある希望。

【新書】
304サ

有

『デモクラシーの論じ方-論争の政治』
杉田敦著 ちくま新書 （2001）

民主主義、民主的な政治とは何か。現代社会の基本的な価値理念であ
るデモクラシーが重要であることは間違いない。しかし、それを共有
している社会において、いろいろな意見の対立や争点が生まれてくるの
はなぜなのか。物事を「民主的」に決めるとは、どういうことか。古
くて新しいこの難問について、対話形式を用いて考える試み。

【新書】
311ス

有

『日本型ポピュリズム-政治への期待と幻滅』
　大嶽秀夫著 中公新書 （2003）

日本における政治不信の増大は著しいが、一九九〇年代以降何度か、
突発的な人気を得、政治への期待を極度に高めた政治家が現れてい
る。そこには、報道番組やワイドショーなどマスメディアとの相互作
用があった。本書は、こうした政治現象をポピュリズム概念を用いて分
析し、日本政治の変容を明らかにする。

【新書】
312オ

有

『憲法はむずかしくない』
池上彰著 筑摩書房 (2005)

憲法はとても大事なものだから、変えるにしろ、守るにしろ、しっかり
考える必要がある。そもそも憲法ってなんだろう?この本は、そんな素
朴な質問に答えます。

【新書】
323イ

有

『9条どうでしょう』
内田樹ほか著 ちくま文庫（2012）

「憲法九条をどうすべきか」。護憲派にも改憲派にも言い分はあるで
しょう。しかし、原理主義的に考えているだけではこの閉塞状態はど
うにもならない。これを打ち破るには、「虎の尾を踏むのを恐れな
い」言葉の力が必要なのだ。「九条と自衛隊のねじれによる病の効
用」「男は戦争が大好き」「現実性より方向性」「普通の国のチープ
さ」などなど、他では読めない洞察が満載のユニークな憲法論。

【文庫】
323ウ

有

『国家は僕らをまもらない』
田中理著　朝日新聞社 (2007)

「憲法とは国家権力に余計なことをさせないための法律である」とい
う、忘れられがちな憲法の原点を身近に感じさせ、しみじみと心に刻
み、暮らしに生かすための新しいバイブル。

【新書】
323タ

有

『もしも裁判員に選ばれたら-裁判員ハンドブック』
　四宮啓ほか著 花伝社（2004）

裁判に国民が参加できる画期的な制度が2009年までに発足。裁判員は
抽選で選ばれ、選挙権をもつすべての国民が選ばれる可能性をもって
いる。裁判員制度のやさしい解説。不安や疑問に応える。

327シ 有

『ポピュリズムへの反撃-現代民主主義復活の条件』
　山口次郎著　角川oneテーマ21（2010）

日本社会の更なる沈下を招いた小泉政権を当初歓迎したのは大衆のポ
ピュリズムであった。新たな民主主義再生を実現する手がかりとは何
か。9月民主党代表選も含めて検証。政治リテラシーを身につけるため
の一冊。

無

★法学系①★



内容 分類 図書館有無

『思考停止社会』
郷原信郎著 講談社 (2009)

日本の経済と社会を覆う閉塞感の正体。相次ぐ食品企業の「不祥
事」、メディアスクラム、年金記録「改ざん」問題、裁判員制度…コ
ンプライアンス問題の第一人者が、あらゆる分野の問題に斬り込み再
生への処方箋を示す。

無

『憲法と平和を問いなおす』
長谷部恭男著 筑摩書房 (2004)

日本国憲法第九条を改正すべきか否か、私たち一人ひとりが決断を迫
られる時代が近づきつつある。情緒論に陥りがちなこの難問を冷静に
考え抜くための手がかりを鮮やかに示す。

無

★法学系②★



内容 分類 図書館有無

『わかりあえないことから』
平田オリザ著 講談社 (2012)

近頃の若者に「コミュニケーション能力がない」というのは、本当なのか。「子ど
もの気持ちがわからない」というのは、何が問題なのか。いま、本当に必要なこ
と。

【新書】
304ヒ

有

『教育改革の幻想』
苅谷剛彦著 ちくま新書 (2000)

 二〇〇二年度より新学習指導要領が実施された。この要領がめざす教育改革のね
らいは「ゆとり」と「生きる力」の教育であり、それを実現するものが「総合的な学
習の時間」である。これらをつなぐ論理は「子ども中心主義」であるが、この教育
方針は本当に子どもたちのためになり、学校を再生するに足るものなのか?また、受
験や詰め込み教育は本当に罪悪なのか?さまざまなデータを検証し、教育と日本社
会のゆくえを見据えて緊急提言する。

【新書】
370カ

有

『学校って何だろう-教育の社会学入門』
苅谷剛彦著 ちくま文庫 (2005)

「どうして勉強しなければいけないの?」「なぜ毎日学校へ通わなければいけない
の?」こうした疑問には、大人になった今でもなかなか答えづらい。これらに対する
答えはひとつではない。これまで考えられてきた学校や勉強についての「常識」を
複眼的に問いなおし、「学ぶことの意味」をふたたび掴みとるための基本図書。

【新書】
370カ

有

『「学び」から逃走する子どもたち』
佐藤学著 岩波書店 (2000)

　いわゆる「学力低下」問題の議論が沸騰している。「少子化による受験競争の緩
和」「〈ゆとり〉重視の教育改革の結果」などの原因が挙げられているが，処方箋
はあるのか．教育改革をめぐる錯綜した議論を解きほぐす．

【ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ】
370サ

有

『欲ばり過ぎるニッポンの教育』
苅谷剛彦・増田ユリヤ著　講談社現代新書 (2006)

　学校だけに依存しない学力向上のための論議。英語の早期教育は本当に効果があ
るのか。詰め込み教育は間違いか。ドリル式学習の問題点など、大きく捻じ曲がった
日本の教育の「幼さ」を学力向上の観点から問う。

【新書】
372カ

有

『ドキュメント高校中退』
青砥恭著　筑摩書房 (2009)

毎年、十万人近い高校生が中退している。彼らの多くは貧しい家庭に育ち、とりあえ
ず底辺校に入学し、やめていく。アルバイトですら、高卒以上の学歴を求められる
現在、「高校中退」を語らずして貧困問題を語ることはできない。

【新書】
376ア

有

『なぜ「大学は出ておきなさい」と言われるのか』
浦坂純子　ちくまプリマー新書 (2009)

 将来のキャリアを意識した大学の選び方、受験勉強の仕方、大学での学び方とは?
就活を有利にするのは留学でも資格でもない!数々のデータから読み解く「大学で何
を学ぶか」。

【新書】
377ウ

有

『日本人のしつけは衰退したか』
広田照幸著 講談社現代新書 (1999)

礼儀正しく、子どもらしく、勉強好き。パーフェクト・チャイルド願望は何をもたらし
たか。しつけの変遷から子育てを問い直す。

【新書】
379ヒ

有

『最終講義-生き延びるための６講』
内田樹著　技術評論社 (2011)

人間はどのように欲望を覚えるのか、どうやって絶望するのか、どうやってそこか
ら立ち直り、どうやって愛し合うのか…。2011年1月22日、神戸女学院大学で行なわ
れ、多くの人々に感銘を与えた「最終講義」を含む、著者初の講演集。

914ウ 有

★教育系①★



内容 分類 図書館有無

『フィンランドの教育力』
ﾘｯｶ･ﾊﾞﾗｯｶ著　学習研究社 (2008)

OECDによる学習到達度調査(PISA)において、2003年に続き、2006年でもフィンラン
ドは好成績を収めた(科学リテラシー1位、読解力2位、数学的リテラシー2位)。フィ
ンランドの小学校教諭で2児の母でもある著者が、フィンランドの教育現場を語る。

無

『「つなみ」の子どもたち』
森健著 文藝春秋 (2011)

10の家族の喪失と再生のドキュメント。作文を書いてくれた子どもたちの「その
後」。

無

『キャリア教育のウソ』
児美川孝一郎著 筑摩書房 (2013)

この十年余りで急速に広まったキャリア教育。でも、正社員になれればOK? やりた
いこと至上主義のワナとは? 振り回されずに自らの進路を描く方法、教えます。

無

『教育改革のゆくえ 国から地方へ』
小川正人著 筑摩書房 (2012)

内閣・文科省・文教族のパワーバランスの変化を明らかにし、“政治主導”の現
在、教育が政治の食い物にされないための方策を考える。

無

『教育改革のゆくえ-格差社会か共生社会か』
藤田英典著 岩波ブックレット （2006）

　原理論的な部分を削除し、構成と議論を再編・簡略化し、安倍政権の「教育再
生」構想を含めて、ごく最近の展開・問題を付け加え、例示やエピソードなども多
くし、問題の性質や争点を明らかにするように努めた。

無

『教育不信と教育依存の時代』
広田照幸著 紀伊國屋書店 (2005)

メディアが垂れ流す教育の「危機」「荒廃」イメージに踊らされてはいけない。 無

『ゆとり教育から個性浪費社会へ』
岩木秀夫著 筑摩書房 (2004)

「ゆとり教育」をきっかけに始まった学力論争は結局、新自由主義的方向で決着しつ
つある。豊かな人間性を表すはずの「個性」はいつのまにか競争に生き残るための
道具と変わってしまうのだ。日本の教育と社会のつながりを考察する。

無

★教育系②★



内容 分類 図書館有無

『この世でいちばん大事な「カネ」の話』
西原理恵子著 角川文庫 (2011)

お金の無い地獄を味わった子どもの頃。お金を稼げば「自由」を手に入れら
れることを知った駆け出し時代。「お金」という存在と闘い続けて見えてきた
ものとは。「カネ」と「働く」の真実が分かる珠玉の人生論。

159サ 有

『経済成長がなければ私たちは豊かになれないのだろうか』
C.ダグラス・ラミス 平凡社ライブラリー (2004)

国際貢献という「リアルポリティクス」の大義名分のうちに、戦争ができる
国へと変貌を遂げる日本。反「経済成長」という視点から、私たちのおかれ
た現実を批判的に検証する。

304ラ 有

『地域再生の経済学-豊かさを問い直す』
神野直彦 中公新書 (2002)

地方自治体は膨大な財政赤字を抱え、地方の都市は均一化して特色を失い、
公共事業以外に雇用がない…。本書ではその再生に成功したヨーロッパの事
例を紹介しながら、中心的な産業や重視する公共サービスなどがそれぞれ異
なる、めざすべき将来像を提示する。

319シ 有

『財政学から見た日本経済』
土居丈郎著 光文社新書 (2002)

特殊法人、地方自治体の驚くべき実態。税金が泡と消えていく「隠れ借金の
カラクリ」を気鋭の経済学者が解き明かす。財政破綻！　そのとき日本は？
私たちの生活は？

【新書】
342ト

有

『ブラック企業』
今野晴貴著 文藝春秋 (2012)

あの有名企業も「ブラック」化している!
若者を使い捨て、日本の未来を奪う。その恐るべき手口とは?
1500件の労働相談が示す驚愕の事実。

【新書】
366コ

有

『弱者の居場所がない社会』
阿部彩著 講談社 (2011)

貧困問題の新しい入門書。誰でも「居場所」「つながり」「役割」を持って
生きていたいと願う。そのキーワードとなる「社会包摂」なしに、これから
の社会保障政策は語れない。気鋭の研究者が、熱く熱く語る。

【新書】
368ア

有

『若者はなぜ「就職」できなくなったのか？』
児美川孝一郎著 日本図書センター (2011)

 「日本的雇用」、「新規学卒就職」モデルの崩壊!悪化する「就職内定
率」、燃え尽きる「正社員」、使い捨てられる「非正規労働者」、付け焼刃
の「学校教育」。ルールなき時代を漕ぎ渡るキャリアとは?無防備なままに若
者を社会に放り出すな。

377コ 有

『就活エリートの迷走』
豊田義博著 ちくま新書 (2010)

超優良企業の内定をゲットした「就活エリート」。彼らが入社後に、ことごと
く戦力外の烙印を押されている……。採用現場の表と裏を分析する驚愕のレ
ポート。

【新書】
377ト

有

『農業がわかると、社会のしくみが見えてくる』
生源寺眞一著 家の光協会 (2010.9)

高校生からの食と農の経済学入門。なるほど、そうだったのか!世界の食
料、日本の農業、毎日の食生活。3つの複雑な関係をていねいに読み解き、
食と農への理解を深めるユニークな「授業」。

612シ 有

★経済系①★



内容 分類 図書館有無

『（株）貧困大国アメリカ』
堤未果著 岩波書店 (2013)

1% vs 99%の構図が世界に広がる中、本家本元のアメリカでは驚愕の事態が
進行中。それは人々の暮らしを、音もなくじわじわと蝕んでゆく。果たして国
民は主権を取り戻せるのか!? 日本の近未来を予言する、大反響シリーズ待望
の完結編。

無

『スラム化する日本経済』
浜矩子著 講談社 (2009)

恐慌第3幕に勃興するグローバル社会主義! 恐慌がもっとも深化したときの世
界経済と人間生活を徹底研究! 新・資本主義がメガ大量生産する貧困と格差
の実態に迫る。

無

『反貧困-「すべり台社会」からの脱出』
湯浅誠著 岩波新書 (2008)

うっかり足をすべらせたら、すぐさまどん底の生活にまで転げ落ちてしまう。
今の日本は、「すべり台社会」になっているのではないか。そんな社会には
ノーを言おう。合言葉は「反貧困」だ。

無

『ビッグイシューと突破する人びと 社会的企業としての挑戦』
稗田和博著 大月書店 (2007)

この日本の社会があらゆる意味で危機的状況にあると考えるなら、その社会
を変える最も刺激的で情熱的な社会的企業が、このビッグイシューではない
か、と私は思った。

無

『経済成長という病』
平川克美著 講談社 (2009)

金融危機は何を意味するのか?経済は成長し続けなければならないのか?な
ぜ専門家ほど事態を見誤ったのか?何が商の倫理を蒸発させたのか?ビジネス
の現場と思想を往還しながら私たちの思考に取り憑いた病と真摯に向き合
う。

無

『規制緩和という悪夢』
内橋克人とグループ2001 文春文庫 (2002)

米国で70年代に始まり、日本で90年代に始まった規制緩和の波は、日米両国
の社会をどう変えたか。徹底的な調査による原点レポート!

無

『〈地域人〉とまちづくり』
中沢孝夫著 講談社 (2003)

まちづくり、地域活性化論の決定版!
いま、全国各地で個人によるまちづくりが同時発生的に始まっている。なぜ行
政主導の地域活性化は失敗し、彼らは成功しているのか。その秘密を探る。

無

★経済系②★



内容 分類 図書館有無

『バカだけど社会のことを考えてみた』
雨宮処凜著 青土社(2013)
これまで自らの足を使って若者の「生きづらさ」そして「プレカリアート」問題など格
差と貧困に対する取材・執筆・活動を精力的に展開してきた筆者だからこそ、可能な
現場の視点で、いまや誰もが直面しうる生きづらさへの無策を問いなおす。

304ア 有

『希望のつくり方』
玄田有史 岩波書店 (2010)

希望は与えられるものではない、自分たちの手で見つけるものだ! でも、どうやって?
希望が持ちにくい時代に、どこから踏み出せばよいのだろう?「希望学」の成果を活か
し、未来へと生きるすべての人たちに放つ、しなやかなメッセージ。

【新書】
304ゲ

有

『だれが決めたの? 社会の不思議』
橋爪大三郎著 朝日出版社 (2007)

死ぬってどういうこと?どうして男と女がいるの?なぜ勉強しないといけないの?なぜ
お金でものが買えるの?戦争はなぜなくならないの?ありそうでなかった小・中学生の
ための社会科副読本。

307ハ 有

『トクヴィル 平等と不平等の理論家』
宇野重規著 講談社 (2007)

「デモクラシーこそは歴史の未来である」。誕生間もないアメリカ社会にトクヴィル
が見いだしたのは、合衆国という特殊性を超えた、歴史の「必然」としての平等化
だった。「平等化」をキーワードに、その思想の今日的意義を甦らせる。

311ウ 有

『希望難民ご一行様-ピースボートと「承認の共同体」幻想』
古市憲寿ほか著 光文社新書 (2010)

現代に必要なのは「あきらめ」だ!?
ピースボートに乗り込んだ東大院生(社会学)が、船内で見たものとは・・・。本田由
紀・東大教授による解説と反論つき。

【新書】
319フ

有

『コミュニティを問いなおす』
広井良典著 筑摩書房 (2009)

高度成長を支えた古い共同体が崩れ、個人の社会的孤立が深刻化する日本。人々の
「つながり」をいかに築き直すかが最大の課題だ。幸福な生の基盤を根っこから問
う。

【新書】
361ヒ

有

『差別原論-〈わたし〉のなかの権力とつきあう』
好井裕明著 平凡社新書 (2007)

「差別は自分と関係がない」、そう思う人が多いかもしれない。けれども、ひとをあ
るイメージで決めつけ、からかい、軽蔑する。そんなことはないだろうか。この問題
と向き合う姿勢を語り、具体的に差別とつきあう方法を提案する。

【新書】
361ヨ

有

『キャラ化する/される子どもたち』
土井隆義著 岩波書店 (2009)
子どもたちにとって、現実を生き抜くための羅針盤、自己の拠り所である「キャラ」。
この言葉をキーワードに現代社会の光と影を読み解き、「不気味な自分」と向きあう
ための処方箋を示す。

【ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ】
367ﾄﾞ

有

『若者たちに何が起こっているのか』
中西新太郎著 花伝社 (2004)

世界に類例の無い世代間の断絶が、なぜ日本で生じたのか? これまでの常識や理論
では捉えきれない日本の若者・子供の現象について論ずる。

367ナ 有

『軋む社会-教育･仕事･若者の現在』
本田由紀著 河出書房新社 (2011)
夢を持てない。将来の展望が見出せない。社会の軋みを作り出したのは一体誰なの
か。その負荷を、未来を支える若者が背負う必要などあるのか。｢ｼｭｰｶﾂ｣を問う論考を
追加した、若者の苦しみを解き放つ糸口を探る一冊。

【文庫】
367ホ

有

★社会学系①★



内容 分類 図書館有無

『若者が無縁化する』
宮本みち子著 筑摩書房 (2012)

高校中退し、アルバイトにさえ就くことができない。家族と離れ、路頭に迷い、ホー
ムレスになる。どこに助けを求めてよいかわからず、孤立する。そのような若者の急
増に対して、彼らを孤立させない方法を提示する。私たちはなにをなすべきか?

無

『若者殺しの時代』
堀井憲一郎著 講談社 (2006)

ずんずん調査のホリイ博士が80年代と対峙。クリスマス・ファシズムの勃興、回転
ベッドの衰退、浮遊する月9ドラマ、宮崎勤事件、バブル絶頂期の「一杯のかけそば」
騒動……あの時なにが葬られたのか?

無

『僕らはいつまで「ダメ出し社会」を続けるのか』
荻上チキ著 幻冬舎 (2012)
ここ20年の経済停滞からくる個人の生きづらさを反映し、益のない個人叩きや、意見・
提言へのバッシング合戦が横行する日本。誰かを採点し続けるのではなく、自ら当事
者として社会を変えていくための実効性ある方法を提言する。

無

『アキハバラ発〈00年代〉への問い』
大澤真幸編 岩波書店　(2008)

秋葉原でおきた殺傷事件．「犯行は許せないが犯人の心情に共感する」という同世代
の声にどう向き合うか．非正規雇用の拡大やコミュニケーションの変容など〈00年
代〉の社会状況に位置づけたとき，この事件は何を問うているか．

無

『心を商品化する社会』
小沢牧子ほか著 洋泉社 (2004)

「心の商品化」は作為的に作られている!現代人は心に関する悩みが本当に多いのだ
ろうか?生きていくうえでのさまざまな困難をもたらす社会的要因を覆い隠し、問題を
個人の責任に還元する構図の心理主義が社会に浸透することの問題性を白日の下にさ
らす試み。

無

『｢若者｣とは誰か』
浅野智彦著 河出書房新社 (2015)

若者たちのリアルと大人たちの視線とが交わってはズレてゆく、80年代からの軌跡。
オタク、自分探し、「個性」教育、ひきこもり、キャラ…補章「拡大する自己の多元
化」を追加収録―最新調査から見えるアイデンティティの現在とは?

無

『監視カメラ社会』
江下雅之著 講談社 (2004)

銀行、コンビニ、エレベータ、駅、道路…。街はカメラであふれている。国家レベル
で構成されている監視システムの全貌を解説!そのなかで個人はどう対処すべきか。

無

『サイバー監視社会-ユビキタス時代のプライバシー論』
青柳武彦著 電気通信振興会 (2006)

「プライバシーのあり方」についてアカデミックな立場からその概念の再検証を慎重
に行うとともに、ユビキタス化の不可避的な帰結である「可視化する社会」、すなわ
ちサイバー監視社会の様相について考察。

無

★社会学系②★



内容 分類 図書館有無

『日本はどう報じられているのか』
石沢靖治著 新潮社 (2004)

ジャパン・バッシング(日本叩き)」や「日本異質論」が横行した時代も今は
昔。今の日本は世界の人々の目にどのように映っているのか。各国メディ
アの報道を通して、現在の「日本像」を探る。

【新書】
302イ

有

『人間の安全保障』
ｱﾏﾙﾃｨｱ･ｾﾝ著 集英社 (2006.1)

安全が脅かされる時代にセン博士は何を語る?
紛争や災害、人権侵害や貧困などさまざまな課題から人々の生命や安全、
財産を守るためにどうすればいいのか? ノーベル経済学賞受賞の著者が、
「人間の安全保障」について平易に語る。

【新書】
319セ

有

『｢正しい戦争｣は本当にあるのか』
藤原帰一著 ﾛｯｷﾝｸﾞ･ｵﾝ (2003)

戦争は正義か、それとも必要悪か。フセインを倒すために戦争は必要だっ
たのか。平和のために戦争は必要なのか。根源的な問いに気鋭の国際政治
学者、藤原帰一がすべて答える。

319フ 有

『17歳のための世界と日本の見方』
松岡正剛著 春秋社 (2006)

ワクワクする世の中の秘密、教えます。世界の文化・宗教・思想をクロニ
クルにまとめ、日本とのつながりを明らかにする。流れるようにドンドン読
める人間と文化の教科書!

361マ 有

『競争と公平感-市場経済の本当のメリット』
大竹文雄 中公新書 (2010)

日本は資本主義の国のなかで、なぜか市場競争に対する拒否反応が強い。
私たちは市場競争のメリットをはたして十分に理解しているだろうか。男女
の格差、不況、貧困、高齢化、派遣社員の待遇など、身近な事例から、市
場経済の本質の理解を促し、より豊かで公平な社会をつくるためのヒントを
さぐる。

【新書】
366オ

有

『今こそアーレントを読み直す』
仲正昌樹著 講談社現代新書 (2009)

20世紀を代表する政治哲学者が、なぜいま再評価されるのか。 人間の本性
や社会の公共性を探った彼女の難解な思考の軌跡を辿り直し、私たちがいま
生きる社会を見つめ直す試み。

無

『フラット化する世界上下』
T･ﾌﾘｰﾄﾞﾏﾝ 日本経済新聞出版社 (2008)

世界経済を呑みこむ「フラット化」という巨大な潮流に、個人はどうやって
対応すべきかを示す新章が追加され、さらに結論部分も最新事例をとりいれ
て全面改稿。

無

『アジアの歩き方』
野村進著 講談社 (2001)

アジアはいつも深くておもしろい
食、危機回避の方法、常識の違い、日本との関わり、ボーダレス化するいま
の姿など、アジアの「真実」がみえてくる！

無

『ODA(政府開発援助) 日本に何ができるか』
渡辺利夫ほか著 中公新書 (2003)

開発途上国側の課題が多様化したいま、ODAはどうあるべきか。現状と課題
を平易に解説しながら、日本が国際社会のなかで果たすべき役割を考察す
る。

無

『ﾚｸｻｽとｵﾘｰﾌﾞの木 上下』
T･ﾌﾘｰﾄﾞﾏﾝ 草思社 (2000)

レクサス(トヨタの高級車)とオリーブの木(土地・文化・民族の象徴)であ
る。国籍を超えた最新技術の集結と、古来の伝統的価値への固執。この二
つの要素を軸に、現在の世界を鮮やかに読み解いたのが本書である。

無

★国際系★



内容 分類 図書館有無

『災害とｿｰｼｬﾙﾒﾃﾞｨｱ』
小林啓倫著 毎日ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ (2011)

大震災で活躍したツイッターやフェイスブック…。東日本大震災、および他の災害や社会的混乱を
主な事例として、社会の中でソーシャルメディアが担い得る役割を考察する。

【新書】
007コ

有

『「里」という思想』
内山節著 新潮選書 (2005)

世界を席巻したグローバリズム化は、「ローカルであること」を次々に解体していった。たどりつい
た世界の中で、人は実体のある幸福感を感じにくくなってきた。必要なのは実体のある幸福感。その
ために、人は「ローカルであること」を見直す必要があるのだ。グローバル化された社会へ警鐘を
鳴らす、未来へ向けた哲学的論考。

104ウ 有

『生きる意味』
上田紀行著 岩波書店 (2005)

経済的不況よりもはるかに深刻な「生きる意味の不況」の中で、「本当に欲しいもの」がわからない
「空しさ」に苦しむ私たち。苦悩をむしろバネとして未来へ向かうために、いま出来ることは何か?

【新書】
304ウ

有

『ヒーローを待っていても世界は変わらない』
湯浅誠著 朝日新聞出版 (2012)
「反貧困」を掲げ、格差社会に異議を申し立てた著者渾身の民主主義論。「おまかせ民主主義」「強
いリーダーシップ待望論」に警鐘を鳴らす。なぜ私たちは主権者なのに主権者でないように振る舞
うのか。

309ユ 有

『ベネディクト・アンダーソン　グローバリゼーションを語る』
梅森直之著 光文社新書 (2007)

二四年前、ナショナリズム研究の最重要書のひとつである『想像の共同体』を著したベネディクト・
アンダーソン。彼が二〇〇五年、早稲田大学で行った二つの講義を収録するとともに、そのメッセー
ジを丁寧に解説する。世界の見方が変わる、アンダーソンとナショナリズム理論への最適な入門書。

【新書】
311ウ

有

『戦争って、環境問題と関係ないと思ってた』
田中優著 岩波書店 (2006.5)
地球にやさしく，日々様々なことをしていても，戦争を許せば環境は徹底的に破壊される．戦争を起こ
さず，戦争に加担しないですむ方法は？　NPO（非営利）バンクをはじめ，環境を守り，戦争を許さ
ない多様な実践もあわせて紹介。

【ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ】
319タ

有

『戦争の条件』
藤原帰一著 集英社 (2013)

尖閣諸島、竹島、北朝鮮の核開発等々、未曽有の軍事的緊張の中、私たちは今、真にリアルな思考
法が試されている。戦争の条件を考え抜き、逆説的に平和の条件に至る道を模索した、国際政治学の
入門書。

【新書】
319フ

有

『平和主義とは何か』
松元雅和著 中央論公論新社 (2013)

平和を愛さない人はいないだろう。だが平和主義となるとどうだろうか。感情論やレッテル貼りに陥
らず、戦争と平和について明晰に考えるために。

【新書】
319マ

有

『少子社会日本-もうひとつの格差のゆくえ』
山田昌弘著 岩波新書 (2007)

少子化のスピードが加速している。この三〇年で出生数は半減、未婚率は急上昇し、日本は人口減少
時代に突入した。なぜここまで深刻化したのか。その決定的な理由を探るために、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・結婚観の変容などを分
析。とるべき少子化対策は何かを考える。

【新書】
334ヤ

有

★学際系①★



内容 分類 図書館有無

『多文化世界』
青木保著 岩波新書 (2003)

イズムの角逐や苛酷な他者攻撃を経験してきた20世紀を経ながら，新世紀の世界は，宗教・民族間
問題の先鋭化と同時に，グローバル化による画一化・一元化に直面している．真の相互理解や協調は
可能なのか．

【新書】
361ア

有

『異文化理解』
青木保著 岩波新書 (2001)

IT，グローバリズムが進み，接触・交流が拡大した「異文化」を私たちは理解しているだろうか．異
文化の間での衝突はいまなお激しい．また，ステレオタイプの危険性や，文化の画一化がもたらす
影響も無視できない．文化人類学者としての体験や知見を平易に展開しながら，混成化する文化を見
据え，真の相互理解の手掛かりを明示する．

【新書】
361ア

有

『街場のメディア論』
内田樹著 光文社新書 (2010)

テレビ視聴率の低下、新聞部数の激減、出版の不調―、未曾有の危機の原因はどこにあるのか?「贈
与と返礼」の人類学的地平からメディアの社会的存在意義を探り、危機の本質を見極める。内田樹が
贈る、マニュアルのない未来を生き抜くすべての人に必要な「知」のレッスン。神戸女学院大学の人
気講義を書籍化。

【新書】
361ウ

有

『「かわいい」論』
四方田犬彦著 ちくま新書 (2006)

世界に冠たる「かわいい」大国ニッポン。キティちゃん、ポケモン、セーラームーンなどなど、日
本製のキャラクター商品が世界中を席巻している。なぜ、日本の「かわいい」は、これほどまでに
眩しげな光を放つのか?「かわいい」を21世紀の美学として位置づけ、その構造を通時的かつ共時的
に分析する。

【新書】
361シ

有

『考えないヒト-ケータイ依存で退化した日本人』
正高信男著 中公新書 (2005)

IT技術の進歩によって、生活スタイル、コミュニケーションの仕方はサル型に変化した。出あるき人
間、キレる人等がその新型人類なのだ。

【新書】
361マ

有

『働くということ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化と労働の新しい意味』
ﾛﾅﾙﾄﾞ･ﾄﾞｰｱ著 中央公論新社 (2005)

グローバル化が進む世界で、雇用や賃金の不平等が急速に拡大しつつある。労働にとって公正とは
何か。

【新書】
366ド

有

『子どもの貧困 日本の不公平を考える』
阿部彩著 岩波書店 (2008)

健康、学力、そして将来…。大人になっても続く、人生のスタートラインにおける「不利」。OECD諸
国の中で第二位という日本の貧困の現実を前に、貧困の世代間連鎖を断つために本当に必要な「子
ども対策」とは何か。

【新書】
367ア

有

『下流志向』
内田樹著 講談社 (2009)

格差社会の学力低下・ニート問題を一刀両断子どもや若者が積極的に「学び」「労働」から逃げはじ
めた。いまもっとも注目される「知の格闘家」ウチダ教授が新たに現れた格差社会の弱者たちを鮮や
かに斬る!

【文庫】
367ウ

有

★学際系②★



内容 分類 図書館有無

『現代の貧困 ﾜｰｷﾝｸﾞﾌﾟｱ･ﾎｰﾑﾚｽ･生活保護』
岩田正美著 筑摩書房 (2007)

格差社会の果てにワーキングプアや生活保護世帯が急増中、と言われる。しかし本当にそうか?バブ
ルの時代にも貧困問題はあった。ただそれを、この国は「ない」ことにしてきたのだ。そこから抜け
出せずにいる現状を明らかにし、その処方箋を示す。

【新書】
368イ

有

『岩盤を穿つ』
湯浅誠著 文藝春秋 (2009)

お金がなければアウト、非正規だったら負け組、恋人ができなければ人間失格、マイホームにマイ
カーがなければ甲斐性なし、病気をすれば自己管理が不十分、老後の貯蓄がなければ人生のツケ。
いい加減にしてほしい。この「いい加減にしてほしい」に形を与えること、それが活動家の仕事だ。
湯浅誠の活動全記録

368ユ 有

『できることをしよう』
糸井重里著 新潮社 (2011)

　災いをバネに、必死で智恵を絞った人たちがいた。震災直後から自己判断で支援物資を運び始め
た｢クロネコヤマト｣の社員たち。ゼロからいち早く事業を再開した、気仙沼の経営者。困難な状況下
で甲子園に挑んだ、福島の高校球児。喪失に直面した｢ふつうの人｣たちが、光の方向に歩き続けて
生まれた｢あの日からの未来｣の物語。

369イ 有

『リサイクル幻想』
武田邦彦著 文藝春秋 (2000)

再生ペットボトルは新品より三倍以上資源をムダ遣い！　いまのリサイクルにどんな無理・矛盾があ
るのか、科学者からの批判と提言

【新書】
518タ

有

『京都議定書は実現できるのかCO2規制社会のゆくえ』
石井孝明著 平凡社 (2004)

京都議定書を巡る国内外の状況と課題を綿密な取材に基づいて描いた好著。著者は、京都議定書の見
直しと共にエネルギーや環境関連の施策を民主的な姿に転換せよ、と訴える。

【新書】
519イ

有

『ほんとうの環境問題』
池田清彦ほか著 新潮社 (2008)

「地球温暖化を防止しよう」だって?そんな瑣末なことは、どうでもいい。大事な「問題」は、別に
ある。環境問題の本質を突く、緊急提言。

519イ 有

『街場の五輪論』
内田樹ほか著 朝日新聞出版 (2016)

東京五輪招致成功から3年。アベノミクスが失敗と言われるなか、成長戦略としての五輪開催は破綻
している。新競技場建設、膨れ上がる費用など問題山積のまま。開催万歳の同調圧力に屈しない痛快
座談会に、最新語り下ろし鼎談を加えた１冊。

【文庫】
780ウ

有

『日本語が亡びるとき 英語の世紀の中で』
水村美苗著 筑摩書房 (2008)

豊かな国民文学を生み出してきた日本語が、「英語の世紀」の中で「亡びる」とはどういうことか?
日本語をめぐる認識の根底を深く揺り動かす書き下ろし問題作!

810ミ 有

『文明の災禍』
内山節著 新潮社 (2011)

「新しい時代」は、二百年余り続いた歴史の敗北を認めるところから始めることができるのである。
時代の転換点を哲学者が大きな視点でとらえた、渾身の論考。

無

★学際系③★



内容 分類 図書館有無

『プロメテウスの罠』
朝日新聞特別報道部 学研パブリッシング  (2012)

史上最悪の放射能汚染はなぜ起こったのか官僚・政治・東電の罪を問う。 無

『生きさせろ！難民化する若者たち』
雨宮処凜著 筑摩書房 (2010)
我々は反撃を開始する。若者の貧困と、怒濤の反撃を社会に訴えた記念碑的ノンフィクション。なぜ
「生きる」ことがこんなに大変なのか?企業に使い捨てられる派遺社員、名ばかり管理職の正社員、
そして急増する若年ホームレス。作られた不安定層=プレカリアートの実態を徹底取材。

無

『｢ｹｰﾀｲ･ﾈｯﾄ｣を駆使する子ども、不安な大人』
渋井哲也著 長崎出版 (2005.11)

子どもたちがネットを利用する姿に不安を覚える親や教師のみならず、ネットの危うさに気づき始め
た子どもたちにも、読んでもらいたい一冊。

無

『ﾒﾃﾞｨｱ･ﾘﾃﾗｼｰ 世界の現場から』
菅谷明子著 岩波書店 (2000)

人生の大半をメディアとともに過ごすとされる現代生活。報道の客観性や公正さ，暴力表現の影響な
どが議論になっている今，メディアのあり方を具体的に解読していくことの意味と可能性とは何か、
情報社会の今後を考える．

無

『視点をずらす思考術』
森達也著 講談社現代新書 (2008)

日本中が二項対立と単純化の論争をしている。角度を変えて物事を捉えてみる。時差をつける。逆の
発想をしてみる。
政治・憲法・メディア論等、「個」を貫くことで世界と繋がる心と脳の鍛錬法。

無

『言語からみた民族と国家』
田中克彦著 岩波書店 (2001)

言語学はことばについての偏見の由来を明らかにし，それを打ち破り，疎外された人々の解放への回
路を発見する学問であると考える著者は，柳田国男，カウツキー，スターリンらの思考を分析し，民
族と国家という難問に挑んだ。

無

『ｸﾞﾛｰﾊﾞﾘｾﾞｰｼｮﾝと変化変容』
遠藤薫著 世界思想社 (2007)

コンビニ、ジーンズ、ラップ、ロック、バイク、ヤンキー、オタク……〈自明の日常〉として見過ご
されるポピュラーな文化に着目し、そこに潜むグローバリゼーション／ローカリゼーションの運動を新
たな概念・モデルによって読み解く。

無

『新平等社会-「希望格差」を超えて』
山田昌弘著 文春文庫 (2009)

中流社会が崩壊し、社会の「底抜け」が始まった。経済格差の実態とは? 生き残りには何が必要なの
か? 家族と日本を救う処方箋!

無

『子どもがニートになったなら』
玄田有史ほか著 NHK出版 (2005)

まず変わるべきは「親」である。必要なのは「大人のお節介」である。ニート問題研究の第一人
者、玄田有史、小杉礼子が本音で語る緊急メッセージ。

無

★学際系④★



内容 分類 図書館有無

『環境問題の杞憂』
藤倉良著 新潮社 (2006)

「環境」に関する話題については、驚くべき誤解や非常識が世間一般にまかり通っています。地球環
境から健康器具まで、中学・高校レベルの科学知識で冷静に捉え直してみれば―。以外にシンプル
で「悪くない」環境問題の現実が見えてきます。

無

『世界の森林破壊を追う』
石弘之著 朝日新聞出版 (2003)

もはや全地表の3割ほどに減った森林。破壊の一方で、惨状から立ち直り見事な森林再生に成功した
国もある。世界中の森を自分の目で見てまわった著者が、世界11カ国の森林破壊の歴史を追い、再生
への道筋をさぐる。

無

★学際系⑤★



内容 分類 図書館有無

『福祉NPO 地域を支える市民起業』
渋川智明著 岩波書店 (2001)

介護保険制度が導入されて1年，福祉の現場でNPO（民間非営利組織）の重要
性が増している．地域に密着した福祉サービスや高齢者のニーズにあった事
業など，NPOのしくみと役割をわかりやすく解説．NPOの実像とその可能性に迫
る．

【新書】
369シ

有

『当事者主権』
中西正司ほか著 岩波新書 (2003)

障害者，女性，高齢者，子ども，不登校者，患者など社会的な弱者として
「私のことは私が決める」という最も基本的なことを奪われてきた当事者た
ちが，近年，様々なところで発言し，社会を変革している．障害者自立生活運
動を長年行ってきた中西氏と，高齢者・女性の新たなネットワークを提唱して
いる上野氏が，当事者運動の実際，そして可能性を熱く語る．

【新書】
369ナ

有

『こんな夜更けにバナナかよ』
渡辺一史著 北海道新聞社 (2003)

難病患者の鹿野さんと24時間体制で支えるボランティアとの交流。第25回講
談社ノンフィクション賞受賞作。

369ワ 有

『風になる』
東田直樹著 ビッグイシュー日本 (2015)

言いたかった最初の言葉は、「ごめんなさい」と「ありがとう」―。通常の
会話はほとんどできないという重度の自閉症者である作家・東田直樹。二十
歳になるまでの2年間、雑誌ビッグイシューに連載したエッセイをまとめた一
冊。

493ヒ 有

『介護保険 地域格差を考える』
中井清美著 岩波書店 (2003)

本格的な高齢化社会をむかえ，介護保険制度がスタートして3年．だが，地方
自治体による福祉サービスには地域によって大きな差があり，これをどう考
えるかが喫緊の問題となっている．市民のための介護システムを追求する．

無

『｢弱者救済｣の幻影 福祉に構造改革を』
櫻田淳著 春秋社 (2002)

「五体不満足」現象で露呈した、戦後日本の「弱者」観の虚妄を衝き、従来
の福祉政策を根源的に批判。新たな「福祉」像を提示し、構造改革への指針
を探究した、著者入魂の書。

無

『福祉を変える経営-障害者の月給1万円からの脱出』
小倉昌男著 日経BP社 (2003)

お役所頼みで補助金頼りの福祉政策では障害者の幸せは実現できない！　い
まこそ「もうかる経営」を実践して、障害者が「自分で稼いで生きていける」
仕組みを完成すべきだ！真の市場主義者にして民主主義者、小倉昌男のほん
とうの「ノーマライゼーション」社会を実現させるための理論と実践の一冊！

無

★福祉系★



内容 分類 図書館有無

『「いのち」とはなにか-生命科学への招待』
柳澤桂子著 講談社学術文庫 (2000)

 現代の生物学は限りない効率化の波にのみこまれ、生命全体を見つめることを忘れたのではな
いだろうか。古来からの生命観の変遷をたどりつつ、最先端の分子生物学に至る科学者たちの挑
戦と苦闘を温かいまなざしで描き出す、著者渾身の一書。

464ヤ 有

『あきらめない』
鎌田實著 集英社 (2006)

心安らかな死をめざす医師の感動エッセイ。
思わぬ妊娠でシングルマザーになった女子大生。余命3ヶ月の患者との交流――。地域医療に尽
くす医師達のあたたかさと、患者や家族のふれ合いのなかに明日を見つめる生き方を描く。

【文庫】
490カ

無

『救命』
海堂尊編 新潮社 (2011)

　彼らが、最後のライフラインだった―津波が全てを奪っても、命の可能性を信じ続けた九人の
医師たち。生と死を分けた凄絶な現場を初めて語る、感動のドキュメント。

【文庫】

498カ
有

『がんばらない』
鎌田實著 集英社 (2013)

　リンパ肉腫の青年が言った。「自分の入る墓を見てきた。八ヶ岳の見える景色のいい所だった
よ」青年にぼくはささやいた。「よくがんばってきたね」最後まで青年は誠実に生きて、死ん
だ。そこには、忘れ去られた「魂への心くばり」があった。

【文庫】

498カ
有

『医療の限界』
小松秀樹著 新潮社 (2007)

　日本人は死生観を失った。リスクのない治療はない。患者は消費者ではない--。医療の現場
を崩壊させる、際限のない社会の「安心・安全」要求。いったい医療は誰のものか?　日本の医
療が直面する重大な選択肢を鋭く問う。

【新書】

498コ
有

『崩壊する日本の医療』
鈴木厚著 秀和システム (2006)

医療は私たちの生命、存在そのものを守る。医療はサービス業ではなく安全保障。

【新書】

498ス
有

『寄りそ医』
中村伸一著 ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ (2011)

28歳で人口3000人の福井県名田庄村（現おおい町名田庄地区）ただ一人の医師として赴任。奇
跡の業績を上げた一人の医師の奮闘記。

498ナ 有

『ボランティアナースが綴る東日本大震災』
全国訪問ボランティアナース会著 三省堂 (2012)

　被災地行きを志願した延べ5,000人のナースら医療・介護者からの数千本におよぶ現地報告を
抽出して編んだ東北支援の最前線奪闘記。

無

『誰が日本の医療を殺すのか-「医療崩壊」の知られざる真実』
本田宏著 洋泉社 (2007)

  病院から医師が消える日もそう遠くはない!「十年後には医師になりたがる人はいなくなるの
ではないか」そんな現場の声をよそに、国はさらなる医療費の削減を推し進め、医師の絶対数
不足には目もくれようとしない。なぜ、日本の医療はここまで追い込まれてしまったのか。「医
療崩壊」の最前線から日本の医療の未来を問う。

無

『石巻赤十字病院の100日間』
由井りょう子･石巻赤十字病院著 小学館 (2011)

　そのとき、地域病院は野戦病院と化した。石巻赤十字病院が体験した死闘の100日間。今後の
災害時救急医療の生きた教訓となるノンフィクションです。

無

★医療系★



内容 分類 図書館有無

『疑似科学入門』
池内了著 岩波新書 (2008)

 占い、超能力、怪しい健康食品など、社会にまかり通る疑似科学。そのワナにはま
らないためにどうしたらよいか。また地球環境問題など、科学の不得手とする問題に
正しく対処するにはどうしたらよいか。さまざまな疑似科学の手口とそれがはびこる
社会的背景を論じ、一人ひとりが自ら考えることの大切さを説く。

【新書】

404イ
有

『科学者が人間であること』
中村桂子著 岩波書店 (2013)

「人間は生きものであり、自然の中にある」。大震災以後の社会は、この「当たり
前」の原点からしか再生できない。人間も含んだ生きもの全体の歴史として「生命
誌」を提示し続けてきた著者が、私たちの未来への熱い思いをこめて語る。

【新書】

404ナ
有

『生物と無生物のあいだ』
福岡伸一著　講談社現代新書 (2007)

 生命とは、実は流れゆく分子の淀みにすぎない!?
「生命とは何か」という生命科学最大の問いに、いま分子生物学はどう答えるの
か。歴史の闇に沈んだ天才科学者たちの思考を紹介しながら、現在形の生命観を探
る。ページをめくる手が止まらない極上の科学ミステリー。

【新書】
460フ

有

『エネルギー進化論』
飯田哲也著 筑摩書房 (2011)

 いま変わらなければ、いつ変わるというのか?3・11のフクシマ以降、日本の原発・
エネルギー政策の転換は不可避だ。備えておかなければならない知見をやさしく
語った全国民必読の書。

【新書】

501イ
有

『科学の現在を問う』
村上陽一郎著 講談社 (2000)

科学技術の進歩で、人間は幸福になったのか。「科学と技術の発展によっ
て、国と国民が豊かになる」時代は、終焉しつつあるか。情報化、医療と倫
理、宇宙開発など、日本の諸問題を多角度から論じる注目の書。

【新書】

504ム
有

『物理学者、ゴミと闘う』
広瀬立成著 講談社 (2007)

「燃やして埋める」日本のゴミ政策は大間違いだ!!
環境問題の本質はゴミにある。町づくりの第一歩もゴミから始まる。

【新書】

518ヒ
有

『「フクシマ」論-原子力ムラはなぜ生まれたのか』
開沼博著 青土社 (2011)

 原発は戦後成長のアイコンだった。フクシマを生み出した欲望には、すべ
てのニッポンジンが共犯者として関わっている。それを痛切に思い知らせてく
れる新進気鋭の社会学者の登場。

539カ 有

『ルリボシカミキリの青』
福岡伸一著 文藝春秋 (2012)

 カミキリムシの青色の鮮やかさに感動したとき、科学が始まった。難解な現代生命
科学は驚くほどわかりやすく噛み砕かれ、科学のレンズで切り取られたニュースは新
鮮な断面を見せる。

無

★理系★



内容 分類 図書館有無

『スポーツは「良い子」を育てるか』
永井洋一著 NHK生活人新書 (2004)

勝つために子供を選別し、マシン化してしまう指導者。勝敗に一喜一憂する
親、そして子供たち。なぜ人はスポーツをするのか。少年期のスポーツはい
かにあるべきか。スポーツに関わる根源的な問いを考察し、目先の結果を追
い求める少年スポーツの現状に警鐘を鳴らす。

780ナ 有

『上昇思考』長友佑都著 角川書店 (2012)

サッカー選手としてステップを上り続ける長友佑都。その精神的な強さはどこ
に由来するのか。世界一にも輝くビッグクラブで感じることとはなにか。どこ
にも語られなかった、長友の「内側」を明らかにする。

783ナ 有

『野茂英雄 日米の野球をどう変えたのか』
ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾎﾜｲﾃｨﾝｸﾞ著 PHP研究所 (2011)
「みなさん、信じられますか!日本人投手が、今、アメリカのオールスター戦
に先発しているんですよ!信じられますか!」95年のMLBオールスター戦の実況
アナウンサーは、立ち上がって興奮気味に叫んだ。この年、野球史が変わっ
た。

【新書】
783ホ

有

『底力』
三浦知良著  PHP研究所 (2011)

〈僕はいちサッカー選手として、トレーニングと試合中心の毎日を送っていま
す。ブラジル時代から数えると、もう30年近く、そんな生活を続けてきまし
た。ありがたいことに、僕のプレーを見たり、アスリートとしての発言を聞い
てくれた方から、「元気をもらった」と言っていただけることがあります。今
回、そんな僕の姿と言葉を、日めくりカレンダーという形にまとめる機会をい
ただきました。もし皆さんに、ほんの少しの元気をさしあげることができた
ら、とても嬉しく思います。〉

無

『スポーツマンシップを考える』広瀬一郎著 小学館 (2005.4)

　子供の心はスポーツマンシップから育まれるスポーツを通して、人は生き
方を学びます。日本の未来を支える子供達に、プライドを養い、他人を尊重
する精神、即ち「スポーツマンシップを学んでほしい。本書には、それを教
えるたくさんのヒントが詰まっています。

無

★スポーツ・美術★



内容 分類 図書館有無

『みんなのなやみ』
重松清著 新潮社(2011)

10代の悩みや疑問に、直木賞作家の重松清さんが「正解」以上に豊かな「こ
んな考え方」で答えてくれる、心強い相談室。

159シ 有

『新13歳のハローワーク』
村上龍著 幻冬舎 (2010)

「国語が好き」「社会が好き」「理科が好き」「体育が好き」…。好きな教
科の扉を開けると、胸がときめく職業図鑑が広がる。127万部突破のベストセ
ラーを大幅に改訂。89の職業を追加、112ページ増量。

366ム 有

『大学論-いかに教え、いかに学ぶか』
大塚英志著 講談社現代新書 (2006)

 大学というのは思いの外、可能性に満ちている場所ではないか。大学全入
時代のいま、世間から関心が集まるのは「就職に有利かどうか」一辺倒。学
び・教えが軽視されてしまった。でも、大学ならではの「学びの本質」があ
るのではないだろうか。まんが原作、小説、批評など他ジャンルで活躍する
人気筆者が、みずからの体験と実践を紹介しながら、大学の役割を考え直
す。

【新書】
377オ

有

『大学生の学び・入門　大学での勉強は役に立つ！』
溝上慎一著 有斐閣 (2006)

大学での勉強は高校までの勉強とどう違うのか。本当のところ、大学での勉
強は役に立つのか。大学生の勉強(学び)のあり方を、認識と行動の2つの次
元に分けて、具体的な資料とエピソードをまじえて解説する、大学生の新しい
バイブル。

377ミ 有

『高校・大学から仕事へのトランジション』
溝上慎一著 ナカニシヤ出版 (2014)

 勤労観・職業観の育成にとどまりがちなキャリア教育、若者が個人の力で生
きられるよう支援するアイデンティティマネジメント、そもそも若者はどんな
移行の困難の中にいるのか――教育学・社会学・心理学を越境しながら、気
鋭の論者たちが議論を巻き起こす!

377ミ 有

『ソンする小論文　トクする小論文』
上田ひでみ著 学研教育みらい (2014)

 ページを次々めくっていくだけで書く気になる!業界トップシェアの学研小論
文模試添削1000万枚の実績から見えてきた小論文のコツを、添削実例を使って
紹介。手軽に持ち歩いて試験5分前までトクな情報が読める別冊付き。

816ウ 有

『傷つきやすくなった世界で』
石田衣良著 集英社文庫 (2011)

時代の風が冷えこんで、ぼくたちの社会は余裕を失い、仕事に就くことも続
けることも難しくなった。恋愛に向けるエネルギーさえ減っている。そんな若
い世代に、人気作家があたたかなエールをおくるエッセイ集。東日本大震災
後の「今」を見つめた文庫版あとがきも収録。

914イ 有

『ガラスの地球を救え-二十一世紀の君たちへ』
手塚治虫著 知恵の森文庫 (1996)

「なんとしてでも、地球を死の惑星にはしたくない。未来に向かって、地球上
のすべての生物との共存をめざし、むしろこれからが、人類のほんとうの
“あけぼの”なのかもしれないとも思うのです」幼少の思い出から、自らの
マンガ、そして未来の子供たちへの想いまで。1989年、他界した天才マンガ
家・手塚治虫、最後のメッセージ。

【文庫】
914テ

有

★ジャンルに関わらず読んでおきたい本①★



内容 分類 図書館有無

『ヒンシュクの達人』
ビートたけし著 小学館新書 (2013)

政治家やタレント、ネットでつぶやく一般人に至るまで、世間は不用意な失言
で顰蹙を買うヤツばかり。その点、この男はひと味違う。ヒヤヒヤものの毒
舌をマシンガンのように繰り出しつつも、その言葉は常に人々を頷かせる説
得力を持っている。悪口・暴言も言い方ひとつで武器になる―。天才・ビート
たけしが、自らの死生観や芸人論を交えながら「顰蹙の買い方」の極意を語
る。

【新書】
914ヒ

有

『13歳は二度あるか』
吉本隆明著 だいわ文庫 (2012)

先が見えないこの時代。世の中がひっくり返るような出来事がこれから起こ
らないとは限らない。大切なのは、今の時代の姿を自分で判断すること。社
会との関わり方、宗教、国家、犯罪、戦争…。いま、何を見るのか、どう読
むのか。“思想界の巨人”が語った、「現代」を生きるということ。

914ヨ 有

『夜と霧』
V･Eﾌﾗﾝｸﾙ著 みすず書房 (2002)

〈わたしたちは、おそらくこれまでのどの時代の人間も知らなかった「人間」
を知った。では、この人間とはなにものか。人間とは、人間とはなにかをつ
ねに決定する存在だ。人間とは、ガス室を発明した存在だ。しかし同時に、
ガス室に入っても毅然として祈りのことばを口にする存在でもあるのだ〉

946フ 有

『こころが折れそうになったとき』
上原隆著 NHK出版 (2012)

苦難に直面した人たちを取材し続けてきた著者が考える、よるべない時代を生
きるすべとは?「私」を見つめ、「手放さない」ことの大切さを綴る、不思議
な浸透力に満ちた一冊。

無

★ジャンルに関わらず読んでおきたい本②★


