
内容 分類 図書館有無

『豊かさとは何か』
暉峻淑子著 岩波新書 (2001)

モノとカネがあふれる金持ちの国・日本。しかし一方では、環境
破壊・過労死・受験戦争・老後の不安など深刻な現象もあり、国
民にはゆとりも豊かであるという実感もない。西ドイツでの在住
体験と対比させながら、日本人の生活のあり方をみつめ、本当の
豊かな社会を探る。

【新書】
304テ

有

『下り坂をそろそろと下る』
平田オリザ著 講談社現代新書 (2016)

成長社会に戻ることのないいま、私たちは、そろそろ価値観を転換
しなければならないのではないか。あたらしい「この国のかた
ち」を模索し、私たち日本人のあり方を考察した、これからの日本
論！

【新書】
304ヒ

有

『しんがりの思想－反リーダーシップ論』
鷲田清一著 角川新書 (2015)

やかましいほどにリーダー論、リーダーシップ論がにぎやかである。いまの日
本社会に閉塞感を感じている人はとくに、大きく社会を変えてくれるような強
いリーダーを求めている。しかし、右肩下がりの縮小社会へと歩み出した日本
で本当に必要とされているのは、登山でしんがりを務めるように後ろから皆を
支えていける、または互いに助け合えるような、フォロアーシップ精神にあ
ふれた人である。そしてもっとも大切なことは、いつでもリーダーの代わりが
担えるように、誰もが準備を怠らないようにすることであると著者は説く。人
口減少と高齢化社会という日本の課題に立ち向かうためには、市民としてど
のような心もちであるべきかについて考察した一冊である。

【新書】
304ワ

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

『生き方の不平等ーお互いさまの社会に向けて』
白波瀬佐和子著 岩波新書 (2010)

不平等を子ども・若者・勤労者・高齢者というライフステージごとに、豊富
なデータを基に検証している。そして不平等をめぐる現状をどうやって変える
か、「お互いさまの社会」を創出するには一人ひとりはどうしたらいいか。今
を生きる人たちへのメッセージを発している一冊。

【新書】
361シ

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

『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

★生活・社会①★



内容 分類 図書館有無
『格差社会－何が問題なのか』
楠木俊詔著 岩波新書(2006)

低所得労働者の増大、新しい貧困層の出現、奪われる機会の平等...。教育や
雇用などあらゆる場で格差が拡大するなか、いま日本社会に何が起きているの
か。格差問題の第一人者である著者が、様々な統計データによって、格差の
現状を詳細に検証し、不平等化が進行する日本社会のゆくえを問う。格差論
の決定版。

【新書】
361タ

有

『商店街はなぜ滅びるのか』
新雅史著 光文社文庫 (2012)

極めて近代的な存在である商店街は、どういう理由で発明され、そして、繁
栄し、衰退したのか?よく言われるように、郊外型ショッピングモールの乱立
だけが、商店街衰退の原因なのか?さらに、地域コミュニティの要となる商店
街の再生には、どういう政策が必要なのか?膨大な資料をもとに解き明かす、
気鋭の社会学者による画期的な論考。

【文庫】
673ア

有

『日本のデザイン－美意識がつくる未来』
原研哉著 岩波新書 (2011)

　まさしく歴史的な転換点に立つ日本。大震災を経てなおさら、経済・文化活
動のあらゆる側面において根本的な変更をせまられるいま、この国に必要な
「資源」とは何か?マネーではなく、誇りと充足への道筋を―。高度成長と爛
熟経済のその後を見つめ続けてきた日本を代表するデザイナーが、未来への
構想を提示する。

【新書】
757ハ

有

『農山村は消滅しない』
小田切徳美著 岩波新書 (2014)

　増田レポートが「どっこい生きている」地方にショックを広げている。このま
までは地方は消滅するのか?否。どこよりも早く過疎化、超高齢化と切実に向
き合ってきた農山村は、この難問を突破しつつある。現場をとことん歩いて回
る研究者が丁寧にその事例を報告、地方消滅論が意図した狙いを喝破する。

無

『日本農業の真実』
生源寺眞一著 ちくま新書 (2011)

　わが国の農業は正念場を迎えている。農業者の高齢化、減反問題、農産物
貿易の自由化など、難問が山積している。こうした状況下で大切なのは、情
動やイデオロギーに流されることなく、冷静かつ現実的に食と農の問題を考
えることだろう。本書では、日本農業の強さと弱さの両面を直視し、国民に支
えられる農業と農村のビジョンを提案する。

無

『社会人の生き方』
暉峻淑子著　岩波新書 (2012)

　社会人とは本来、自分たちの社会を共に作り上げる人々のことである。若者
の就職難、格差の広がりや無縁社会の中で社会人として生きていくのが困難な
とき、社会人になるには何が必要かなど考えていく。

無

『コミュニティデザインの時代－自分たちで「まち」をつくる』
山﨑亮著 中公新書 (2012)

　孤立死や無縁社会という言葉が毎日口にされる現在の日本。今こそ人との
つながりを自らの手で築く必要が痛感されている。この時代の声に応え、全国
で常時50以上のコミュニティづくりに携わる著者が初めて明かす、住民参加・
思考型の手法と実際。「デザインしないデザイン」によって全員に参加して
もらい結果を出すには?

無

『限界集落の真実－過疎の村は消えるか？』
山下祐介著 ちくま新書 (2012)

高齢化が進み、いずれ消滅に至るとされる「限界集落」。だが危機を煽る報道
がなされているのに、実際に消滅したむらはほとんどない。そこには逆に
「限界集落」という名付けをしたことによる自己予言成就―ありもしない危機
が実際に起きる―という罠すら潜んでいる。世代間継承や家族の問題を見据
え、真に持続可能な豊かな日本の地域社会を構想する。

無

★生活・社会②★



内容 分類 図書館有無

『ゾウの時間ネズミの時間』
本川達雄著 中公新書 (1992)

 動物のサイズが違うと機敏さ、寿命、時間の流れる速さが違ってくる。しか
し、一生に心臓が打つ総数や体重あたりの総エネルギー使用量は同じであ
る。サイズからの発想によって動物のデザインを発見し、その動物によって
立つ論理を人間に理解可能なものにする新しい生物学入門書。

【新書】
481モ

有

『里山資本主義 ―日本経済は「安心の原理」で動く』
藻谷 浩介ほか著 角川書店 (2013)

 里山資本主義とは、里山の休眠資源に地域で暮らす人々が新たな価値を与
え、安心で将来性のある地域社会をつくるという考え方のこと。課題があふ
れる社会を救うモデルは、里山にあるかもしれない。これからの社会や経済
を考えるうえで、示唆に富む一冊。

322モ 有

『沈黙の春』
レイチェル・カーソン著 新潮文庫 (1974)

自然を忘れた現代人に魂のふるさとを思い起こさせる美しい声と、自然を破壊
し人体を蝕む化学薬品の浸透、循環、蓄積を追究する冷徹な眼、そして、いま
私たちは何をなすべきかを訴えるたくましい実行力。三つを備えた、自然保護
と化学物質公害追及の先駆的な本がこれだ。ドイツ、アメリカなど多くの国
の人々はこの声に耳を傾け、現実を変革してきた。日本人は何をしてきたか？

【文庫】
519カ

有

『いちばん大事なこと－養老教授の環境論』
養老孟司著 集英社新書 (2003)

 環境問題のむずかしさは、まず何が問題なのか、きちんと説明するのがむず
かしいことにある。しかし、その重大性は、戦争、経済などとも比較にならな
い。百年後まで人類がまともに生き延びられるかどうかは、この問題への取り
組みにかかっているとさえいえる。だからこそ、環境問題は最大の政治問題な
のである。

【新書】
519ヨ

有

『水の未来－グローバルリスクと日本』
沖大幹著 岩波新書(2016)

環境問題の深刻化が国家間紛争をも招くのか。日本に波及するグローバルリス
クの中で最も注目される水問題への取組は、エネルギーや食料の安全保障、
気候変動への適応策を達成する鍵である。「ウォーターフットプリント」「仮
想水」を手がかりに問題を明らかにし、悲観論に陥ることなく、持続可能な未
来を構築する道を探る。

無

『森林異変－日本の林業に未来はあるか』
田中淳夫著 平凡社新書 (2011)

二一世紀に入り、日本の森は一大転換期にある。国産材の需要が高まる中、現
場には大型機械が導入され、一〇〇ヘクタール以上の大規模な伐採も行われ
ている。しかし造林がなされず、荒地となった林地も少なくない。さらに林業
従事者の減少と高齢化に歯止めがかからず、これで打ち止めにするための伐
採も散見される。国際森林年を契機として、山の人も街の人も、日本の森の未
来をじっくりと考えてみよう。

無

『歩く、見る、聞く　人々の自然再生』
宮内泰介著 岩波新書 (2017)

自然と社会の未来の形は、どういうものが望ましいのだろうか。自然をめぐる
各地のさまざまな“いとなみ”を、歩き、見て、聞いて、考えた。人と自然の
相互関係とはどういうものか。自然をめぐる合意形成とは?災害時や都市部で
の実践も含めながら、自然とコミュニティのこれからを活きいきと描きだす。

無

『さとやま－生物多様性と生態系模様』
鷲谷いづみ著 岩波ジュニア新書 (2011)

 かつては身近だった草花や昆虫たちが、いま絶滅しようとしています。彼ら
のすみかだった「さとやま」とは、ヒトの節度ある自然の利用や管理によって
つくられた、水田やため池、茅場や雑木林などがパッチワークのような模様
を生む、変化に富んだ半自然です。衰退の危機にあるさとやまの歴史や価値を
さまざまな角度から描き、再生の道を考えます。

無

★環境★



内容 分類 図書館有無

『グローバリゼーションとは何か－液状化する世界を読み解く』
伊豫谷登士翁著 平凡社新書(2005)

 一九七〇年代以降、近代世界は新しい世界秩序への解体と統合の時代に入った。国
民国家に編成されてきた資本と労働と商品は、国境を越え、ジェンダーや家族の枠組
みを壊し、文化と政治・経済の領域性や時空間の制約すら越境し、新たな貧富の格差
の分断線を引き始めている。あらゆる領域を越え、社会の再編を迫るグローバル資
本。その新たな世界経済の編成原理とは何か。

【新書】
333イ

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

『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

『ことばと思考』
今井むつみ著 岩波新書 (2010)

 私たちは、ことばを通して世界を見たり、ものごとを考えたりする。では、異なる言
語を話す日本人と外国人では、認識や思考のあり方は異なるのだろうか。「前・後・
左・右」のない言語の位置表現、ことばの獲得が子どもの思考に与える影響など、興
味深い調査・実験の成果をふんだんに紹介しながら、認知心理学の立場から明らかに
する。

【新書】
801イ

有

『国際貢献のウソ』
伊勢崎賢治著 ちくまプリマー新書 (2010)

　国際NGO、国連、日本政府を30年渡り歩いて痛感した、「国際貢献」の美名のもとの
ウソやデタラメとは。武装解除のプロが、国際情勢のリアルを縦横無尽に語り、日本
だからこそできる国際協力のカタチを考える。

無

『国際協力ってなんだろう－現場に生きる開発経済学』
高橋和志ほか著 岩波ジュニア新書 (2010)

貧困削減や開発援助、感染症対策、平和構築、紛争予防、環境保全、ジェンダーな
ど、国際協力に関わる24のテーマを取り上げて解説。現場の研究者の目に映った開発
途上国の厳しい現状や課題を伝えるとともに開発経済学の視点から、ダイナミックに
変化している開発途上国の姿や国際開発の取り組みを紹介する。

無

『本物の英語力』
鳥飼玖美子著 講談社現代新書 (2016)

発音はハチャメチャと完璧の間を狙う。語彙を増やすためには、とにかく「たくさ
ん」読む。文法がまちがっていると「教養がない」と思われる。好きなこと、関心が
あることで英語を学ぶ。など、話すための基本、難関の試験克服法など日本人が「英
語の壁」を乗り超えるための新常識１０を伝授。英語が苦手な人でも、本書を読んで
「英語なんて簡単さ」と自信を持とう！

無

『ルポ 差別と貧困の外国人労働者』
安田浩一著 光文社新書 (2010)

日本経済にとって、外国人労働者は都合の良い存在であり続けた。企業の繁栄を支
え、あるいは不況企業の延命に力を貸してきた。しかし日本は、その外国人を社会の
一員として明確に認識したことがあっただろうか。第一部では、「奴隷労働」とも揶
揄されることも多い、「外国人研修・技能実習制度」を使って日本に渡ってきた中国人
の過酷な労働状況を概観する。第二部では、かつて移民としてブラジルへ渡った日本
人の主に子どもや孫たちが、日本で「デカセギ労働者」として味わう生活と苦労、闘
う姿を追う。こうした中国人研修生・実習生と日系ブラジル人を中心に、彼ら・彼女
らの心の痛みを描きながら、日本社会をも鋭く映す、渾身のルポルタージュ。

無

★国際化・異文化理解★



内容 分類 図書館有無

『日本辺境論』
内田樹著 新潮新書 (2009)

 日本人とは辺境人である―「日本人とは何ものか」という大きな問いに、著
者は正面から答える。常にどこかに「世界の中心」を必要とする辺境の民、そ
れが日本人なのだ、と。日露戦争から太平洋戦争までは、辺境人が自らの特
性を忘れた特異な時期だった。丸山眞男、澤庵、武士道から水戸黄門、養老
孟司、マンガまで、多様なテーマを自在に扱いつつ日本を論じる。読み出し
たら止らない、日本論の金字塔、ここに誕生。

【新書】
361ウ

有

『テレビの日本語』
加藤昌男著 岩波新書 (2012)

　テレビが誕生して来年で六〇年。当初穏やかに語りかけていたテレビが、今
や朝から晩まで声高にしゃべり続ける饒舌なメディアへ変わった。報道番組も
お笑い番組も隙間なくしゃべり続けるようになったのはいつからか。ニュース
のことばを中心にテレビの歴史をふりかえりながら、その要因を探り、テレビ
の日本語の今を考える。

【新書】
699カ

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

『「世間」とは何か』
阿部謹也著 講談社現代新書 (1995)

  日本人の生きてきた枠組「世間」とは何か。古代から現代まで、日本人の生
活を支配し、日本の特異性をつくってきた「世間」の本質とは？　ヨーロッパ
の「社会」を追究してきた歴史家の視点で問い直す。（講談社現代新書）

【新書】
910ア

有

『日本人とは何か』
加藤周一著 講談社学術文庫 (1976)

  日本人とは何か。われわれは一体何を望み、何でありたいのか。長い西欧
体験にみがきぬかれた知性が、鋭い洞察力を駆使して日本人のありように迫
り、将来のあるべき方向を模索した日本人論八編を収録。十数年前に書かれた
これら諸論文は、その歳月を忘れさせる先見の明に貫ぬかれていて、今日の
私たちが直面している諸問題をあざやかに浮彫りにしており、日本人と日本文
化について思索するすべての人に知的興奮を与えずにはおかない。

無

『「すみません」の国』
榎本博明著 日本経済新聞出版社 (2012)

  「すみません」とすぐに言う、「それはいいですね」と言いつつ実は拒否
している、自分の意見を押し出すと「空気が読めない人」になる、全員が“首
をかしげる”提案がなぜか会議で認証される――日本独自のコミュニケーショ
ンの構造をひもとく。

無

『日本語の歴史』
山口仲美著 岩波新書 (2006)

  現代の日本語はどのようにして出来上がってきたのだろうか。やまとことば
と漢字との出会い、日本語文の誕生、係り結びはなぜ消えたか、江戸言葉の
登場、言文一致体を生み出すための苦闘...。「話し言葉」と「書き言葉」の
せめぎあいからとらえた日本語の歴史。誰にでも納得のいくように、めりはり
の利いた語り口で、今、説き明かされる。

無

★日本語・日本人★



内容 分類 図書館有無

『思考の整理学』
外山滋比古著 ちくま文庫 (2014)

アイディアを出す際に参考になる思考法をいくつか紹介。思考法の入門書。 【文庫】
141ソ

有

『友だち幻想』
菅野仁著 筑摩書房 (2008)

「みんな仲良くしなければいけない」「私を丸ごと受け入れてくれる人がきっ
といる」と思っていませんか？でも、それが幻想だとしたら？ 人間関係を根本
から見直すとともに、社会学にも触れることができる本。

【新書】
361カ

有

『子どもの貧困Ⅱ』
阿部彩著 岩波新書 (2014)

 二〇一三年、「子どもの貧困対策法」が成立した。教育、医療、保育、生活。政策
課題が多々あるなかで、プライオリティは何か?現金給付、現物(サービス)給付、そ
れぞれの利点と欠点は?国内外の貧困研究のこれまでの知見と洞察を総動員して、政
策の優先順位と子どもの貧困指標の考え方を整理する。社会政策論入門としても最適
な一冊。

【新書】
367ア

有

『子どもが育つ条件ー家族心理学から考える』
柏木惠子著　岩波新書 (2008)

自己肯定の低下やコミュニケーション不足の高まりなど、子どもの「育ち」において
様々な異変が起きている。また子育てのストレスから、虐待や育児放棄に走る親た
ち。これらの問題を家族関係の変化や親と子の心理の変化に注目して、親と子ども双
方が育ちあえる社会を考える一冊。

【新書】
367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

『子どもと学校』
河合隼雄著 岩波新書 (1992)

 子どもたちの生きる社会環境が激変する今日、「教育」のあり方が、いつにも増して
問われている。臨床心理学者として、子どもの心の世界に長年接してきた著者が、帰
国子女や不登校児の言葉に耳をかたむけ、日本型教育への疑問、心や性の教育の必
要性を盛り込みながら、子どもと学校の新しい関係を創造する道を語る。

【新書】
370カ

有

『学びとは何か』
今井むつみ著 岩波新書 (2016)

　「学び」とはあくなき探究のプロセスだ。たんなる知識の習得や積み重ねでな
く、すでにある知識からまったく新しい知識を生み出す。その発見と創造こそ本質なの
だ。本書は認知科学の視点から、生きた知識の学びについて考える。古い知識観―知
識のドネルケバブ・モデル―から脱却するための一冊。

無

『幼児期－子どもは世界をどうつかむか』
岡本夏木著 岩波新書 (2005)

 現代の子どもは、社会の情報化と能力主義を反映して「何でもひとりで早くできるこ
と」をより求められるようになった。そこで失われるものを危惧する発達心理学の立場
から、幼児の「しつけ」「遊び」「表現」「ことば」の4つの相を取り上げて、子ど
もが自分を取り巻く世界に踏み出すための発達的基礎は、幼児期にこそ培われること
を明らかにする。

無

『キャリア教育のウソ』
児美川孝一郎著 ちくまプリマー新書 (2013)

二〇〇〇年代初頭から急速に広まったキャリア教育。でも、正社員になれればOK?キャ
リアプランなんて立てられる?やりたいこと至上主義のワナとは?常識に振り回されず
に自らの進路をつかみとる方法、教えます。

無

★教育★



内容 分類 図書館有無

『「文系学部廃止」の衝撃』
吉見俊哉著 集英社新書 (2016)
 
 大学論の第一人者による緊急提言!大学は、何に奉仕すべきか?迷走した廃止論争の
真相と、日本を救う知の未来像。 無

★教育②★



内容 分類 図書館有無

『定常型社会』
広井良典著 岩波新書 (2001)

　経済不況に加え、将来不安から閉塞感をぬぐえない日本社会。理念と政策
全般にわたる全体的構想の手掛かりは何か。進行する少子高齢化のなかで、
社会保障改革はどうあるべきか。資源・環境制約を見据えて、持続可能な福
祉社会のあり方を論じながら、「成長」にかわる価値の追求から展望される可
能性を提示する、問題提起の書。

【新書】
304ヒ

有

『ボランティア－もうひとつの情報社会』
金子郁容著　岩波新書 (1992)

　情報洪水のなかで、多くの人が無力感や焦燥感に包まれている現代社会。
ボランティアは、それを変えるための「手掛かり」になるのではないか。献
身や慈善といった旧来のイメージを超え、誰もが気負うことなく参加できるボ
ランティアとは?企業の社会貢献はなぜ必要か。ネットワーク論の旗手が新し
いうねりを紹介し、その意義を考える。

【新書】
369カ

有

『ぼくらの中の発達障害』
青木省三著 筑摩書房 (2012)

自閉症、アスペルガー症候群、発達障害とはどんなものなのか。その原因や
特徴や対処法などをよく知ることができれば、人とのやり取りが苦手だった
り、こだわりが強かったりなど、誰のうちにもそれらがあるとわかるだろう。

【新書】
493ア

有

『「自分の木」の下で』
大江健三郎著 朝日文庫 (2001)

　なぜ子供は学校に行かなくてはいけない?子供たちの素朴な疑問に、ノー
ベル賞作家はやさしく、深く、思い出もこめて答える。16のメッセージと32点
のカラーイラストが美しくひびきあい、心にとどまる感動のエッセイ。「子供
も『難しい言葉』を自分のものにする」を新たに加えた待望の文庫版登場。

【文庫】
914オ

有

『目の見えない人は世界をどう見ているのか』
伊藤亜紗著　光文社新書 (2015)

福岡伸一氏推薦。普段、最も頼っている視覚が閉ざされた場合、視覚以外の機
能をどのように使い、生活を充実させられるだろうか？美学と現代アートを専
門とする著者が、インタビューを通し「見る」ことそのものを問い直す。多様
な他者とわかりあい、力をあわせる時代のために読んでおきたい一冊。

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

『老いの空白』
鷲田清一著 岩波現代文庫 (2015)

　現役をリタイアした後、長い時日を過ごすのは人類初めての経験なのに、
その文化はまだ空白のままだ。未曽有の超高齢化時代を迎え、“老い”に対す
る我々の考え方も取り組み方も変化せざるをえないのに、“老い”が「問題」
としてしか論じられてこなかったことこそが問題なのではないか。「日常」
「アート」「顔」など身近な問題を哲学的なテーマとして論じてきた第一線の
哲学者が、現代社会の難問に挑む。

無

★福祉★



内容 分類 図書館有無

『はじめての政治哲学－「正しさ」をめぐる23の問い』
小川仁志著　講談社現代新書 (2010)

　人命救助は私たちの義務なのか？　政治家は市民より正しいのか？　なぜ
定住外国人に参政権が与えられないのか？　もし日本人がマイノリティになっ
たらどうする？　貧しい家庭の子のほうが大学入学に有利になるとしたら？
なぜ話し合いが必要なのか？　孤独死と幼児虐待の問題の解決策とは？　さ
まざまな問いから私たちの社会を考えるヒントがいっぱいの入門書。

【新書】
311オ

有

『政治的思考』
杉田敦著　岩波新書 (2013)

政治への不信感が髙まっている今こそ、政治をどのように考え、行動すること
が問われている。決定・代表・討議・権力・自由・社会・限界・距離という
八つのテーマに即して思いを巡らせながら、政治的に考えることを明らかにす
る政治入門書。

【新書】
311ス

有

『個人と国家－今なぜ立憲主義か』
樋口陽一著 集英社新書 (2000)

アイディアを出す際に参考になる思考法をいくつか紹介。思考法の入門書。 【新書】
323ヒ

有

『経済学に何ができるか－文明社会の制度的枠組み』
猪木武徳著 中公新書 (2012)

　さまざまな「価値」がぶつかり合う、現代の自由社会。その結果、数々の難
問が私たちの前に立ちはだかっている。金融危機、中央銀行のあり方、格差と
貧困、知的独占の功罪、自由と平等のバランス、そして人間にとって正義と
は、幸福とは―。本書は、経済学の基本的な論理を解説しながら、問題の本
質に迫る。鍵を握るのは「制度」の役割である。デモクラシーのもとにおけ
る経済学の可能性と限界を問い直す試み。

【新書】
331イ

有

『新・世界経済入門』
西川潤著 岩波新書 (2014)

  米国発の金融・経済危機、それに続く国家債務危機……。世界経済は、ま
すます混迷の度を深めている。いま何が、なぜ起き、今後どうなっていくの
か? 1988年の初版以来、二度の改訂を経て多くの読者に読み継がれてきたロン
グセラーが、最新データと丁寧な用語解説を入れて、10年ぶりに登場。

【新書】
332ニ

有

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

　日本は資本主義の国のなかで、なぜか例外的に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。また、競争にはどうしても結果がつきまとうが、そもそも私たちはどうい
う時に公平だと感じるのだろうか。本書は、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

『社会的共通資本』
宇沢弘文著 岩波新書 (2000)

　ゆたかな経済生活を営み、すぐれた文化を展開し、人間的に魅力ある社会を
安定的に維持する―このことを可能にする社会的装置が「社会的共通資本」で
ある。その考え方や役割を、経済学史のなかに位置づけ、農業、都市、医
療、教育といった具体的テーマに即して明示する。混迷の現代を切り拓く展望
を説く、著者の思索の結晶。

無

『多数決を疑う－社会的選択理論とは何か』
坂井豊貴著 岩波新書 (2015)

選挙の仕組みに難点が見えてくるとき、統治の根幹が揺らぎはじめる。選挙制
度の欠陥と綻びが露呈する現在の日本。多数決は本当に国民の意思を適切に
反映しているのか?本書では社会的選択理論の視点から、人びとの意思をより
よく集約できる選び方について考える。多数決に代わるルールは、果たしてあ
るのだろうか。

無

『新・観光立国論』
デービッド・アトキンソン著 東洋経済新報社 (2015)

　「カンブリア宮殿」出演で話題沸騰！　日本の国宝を守るイギリス人が教
える、「観光でカネを儲ける」ために日本が採るべき戦略とは？

無

★政治・経済★



内容 分類 図書館有無

『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

『うわさとは何か－ネットで変容する「最も古いメディア」』
松田美佐著 中公新書 (2014)

　デマ、流言、ゴシップ、口コミ、風評、都市伝説...。多様な表
現を持つうわさ。この「最古のメディア」は、トイレットペーパー
騒動や口裂け女など、戦後も社会現象を巻き起こし、東日本大震災
の際も大きな話題となった。事実性を超えた物語が、人々のつな
がり=関係性を結ぶからだ。ネット社会の今なお、メールやSNSを通
じ、人々を魅了し、惑わせるうわさは、新たに何をもたらしている
のか。人間関係をうわさから描く意欲作。

【新書】
361マ

有

『IoTとは何か－技術革新から社会革新へ』
坂村健著 角川新書 (2016)

　今までの日本のＩＣＴ（情報通信技術）戦略は、技術で始まり
技術で終わることが多く、出口戦略がなく、結果として使われない
ものになっている。 ＩｏＴがその轍を踏まないようにすること、そ
のためにも哲学が重要なのである——。 「ＩｏＴ＝モノのインター
ネット」とは何か。何のための技術であり、私たちの社会や生活
は、一体どう変わるのか。技術研究開発や社会制度設計、ビジネ
スや実用の最前線から、豊富な実例をあげつつ、その現状・課
題・未来像と、日本への指針を示す！

無

『ビッグデータと人工知能－可能性と罠を見極める』
西垣通著 中公新書 (2016)

　ビッグデータ時代の到来、第三次AI(人工知能)ブームとディー
プラーニングの登場、さらに進化したAIが2045年に人間の知性を凌
駕するというシンギュラリティ予測...。人間とAIはこれからどこへ
向かっていくのか。本書は基礎情報学にもとづいて現在の動向と論
点を明快に整理し分析。技術万能主義に警鐘を鳴らし、知識増幅と
集合知を駆使することによって拓かれる未来の可能性を提示する。

無

『メディアと日本人－変わりゆく日常』
橋元良明著　岩波新書 (2011)

　テレビ、ラジオ、新聞、インターネット、書籍・雑誌、携帯電話
―。日本人はメディアをどのように受容し、利用しているのか。
実証的に検討し、メディア界の構造転換を明らかにする。「テレビ
離れ」「読書離れ」は本当か?ケータイ、ネットが若者のメンタリ
ティーに与えた影響は?日米のメディア研究の動向も紹介したメ
ディア論の決定版。

無

★情報・メディア★



内容 分類 図書館有無

『統計学が最強の学問である』
西内啓著 ダイヤモンド社 (2013)

統計学は、一定数のデータがあれば最適な回答が出る。それによって自然科学分野
で活用されてきたが、ITの発達と結びつくことにより、近年あらゆる学問、ビジネス
への影響力を強めている。こうした点から統計学を「最強の学問」とし、魅力と可能
性を伝えていく一冊。

350ニ 有

『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

『科学的とはどういう意味か』
森博嗣著 幻冬舎 (2011)

科学―誰もが知る言葉だが、それが何かを明確に答えられる人は少ない。科学を好き
嫌いではなく、「身を守る力」としての科学的な知識や考え方について書かれた本。

【新書】
404モ

有

『科学者という仕事－独創性はどのように生まれるか』
酒井邦嘉著　中公新書 (2006)

　多くの研究者には、共通した考え方や真理に対する独特のこだわりがある。アイン
シュタイン、ニュートン、チョムスキー、朝永振一郎、キュリー夫人らが残してくれ
た、真理を鋭く突き、そして美しい言葉を手がかりに、独創性がどのように生まれるか
を考えてみよう。科学者という仕事を通して科学研究の本質に触れることは、「人間
の知」への理解を深めることにつながるだろう。第一線の研究者によるサイエンスへ
の招待。

【新書】
407サ

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

『安全と安心の科学』
村上陽一郎著 集英社新書 (2005)

　交通事故や医療事故、あるいは自然災害が頻発しているが、元凶は車や劇薬なの
か、人なのか、あるいはシステムなのだろうか。われわれの安全を脅かすものは、
「安全」の名のもとに人間が作り上げた科学的人工物、社会的構築物である場合が多
くなっている。また現代のような文明の高度に発達した社会では、心の病気、自分が
生きている社会との不適合に悩む人の割合も増えてきている。これまで定量的に扱え
ないということで無視されることの多かった「不安」や「安心」といった問題に目を向
けなければいけない時代になってきたのだ。

【新書】
519ム

有

『人工知能と経済の未来－2030年雇用大崩壊』
井上智洋著 文春新書 (2016)

　あらゆる人々が遊んで暮せるユートピアか?一部の人々だけが豊かになるディストピ
アか?AIの発達でほとんどの人が仕事を失う近未来を、気鋭の経済学者が大胆に予測
する。

無

『AIの衝撃－人工知能は人類の敵か』
小林雅一著 講談社現代新書 (2015)
　
　脳科学とコンピュータの融合が私たちの常識を覆す！　自動運転車、ドローン、ロ
ボット兵器、雇用・産業構造、医療・介護、芸術……。「自ら学んで成長する能力」
を身につけた次世代ロボットは、人間社会をどのように変えるのか。はたして、ＡＩ
に脅かされる職種とは？　ＡＩが「人類を滅亡させる」のは本当か？　　いまそこに
ある「日本衰退」の危機とは？　人間の存在価値が問われる時代の必読書！

無

★科学技術①★



内容 分類 図書館有無

『聞かせてよ、ファインマンさん』
R.P.ファインマン著 岩波現代文庫 (2009)

　もしもファインマンさんの講演会があったなら、今だって会場には溢れんばかりの
人がおしかけるだろう。学問のいかめしさとは全く無縁、不思議を突き止めていく科学
のワクワク、ドキドキを、抱腹絶倒の語り口で伝えてくれるから。そんなファインマ
ンさんの、講演・インタビューをまとめた一冊。話題は生い立ちから、素粒子や宇宙
の話まで。

無

★科学技術②★



内容 分類 図書館有無

『臨床とことば』
河合隼雄ほか著 朝日文庫 (2010)

　ひとにとって「言葉」とは何なのか？ 「人間存在」とは？ 「他人」と
は？「性」とは？ 「聴く」とは？ 「語る」とは？… 偉大なる二人の臨床家
が初めて語り合った注目のダイアローグ。

【文庫】
104カ

有

『新版　動的平衡－生命はなぜそこに宿るのか』
福岡伸一著 小学館新書 (2017)

　「人間は考える『管』である」「私たちが見ている『事実』は脳によって
『加工済み』」「歳をとると、一年が早く過ぎるのは、実際の時間の経過に、
自分の生命の回転速度がついていけないから」などの身近なテーマから「生
命とは何か」という本質的な命題を論じていく。発表当時、各界から絶賛され
ベストセラーになった話題作に、最新の知見に基づいて大幅加筆。さらに、画
期的な論考を新章として書き下ろし、「命の不思議」の新たな深みに読者を誘
う。

【新書】
460フ

有

※出版社
違い

※初版

『新訂　キラリ看護』
川島みどり著 医学書院 (2008)

　「看護の魅力はどこにあるのか。本当に一生続ける価値がある仕事なの
か。また、看護という職業は将来性があるのか」。これから看護師をめざそう
とする高校生、看護を学び続けている学生たち、そして新人看護師たちに、看
護師を50年以上続けてきた一人の先輩として、ナイチンゲール記章受章の著
者が看護の魅力を伝える。

498カ 有

『医療の選択』
桐野高明著 岩波新書 (2014)

より良い医療を維持発展させていくために求められる条件とは。現在直面する
問題について、医療費、国民皆保険制度、超高齢社会などさまざまな角度から
考える。国民ひとり一人が未来の指針を得るための一冊。

【新書】
498キ

有

『医と人間』
井村裕夫著 岩波新書 (2015)

　先制医療、iPS細胞、ロボット治療、新しいがん治療、創薬、脳研究など最
先端の医学、そしてチーム医療、緩和ケア、地域の医療、災害医療、情報技
術、死生学など第一線での医療。医学は常に人間とともにあり、人間のため
の学問である。日本医学会総会はその知を結集し、高齢社会を幸せに生き抜く
ためになすべきことを考える。

無

『ケアを問いなおす』
広井良典著 ちくま新書 (2018)

　「高齢者ケア」、「ターミナルケア」、「心のケア」など、ケアという
言葉を耳にしない日はない。しかし、そもそもケアとは人間にとっていかなる
意味をもつものなのだろうか?本書は「ケアする動物としての人間」という視
点から出発し、高齢化社会におけるケアをめぐる具体的な問題を論じながら、
ケアのもつ深い意味へと接近していく。現代という時代に関心をもつすべての
人に贈る一冊。

無

『看護婦が見つめた人間が病むということ』
宮子あずさ著 講談社文庫 (2008)

病と向き合うことは、人生と向き合うこと。「傷ついた人だけが持つやさし
さ」「母親であることと、病と闘うことの両立は難しい」など、長く患者さん
と向き合ってきたベテランの看護師が、人間の真の姿を見つめたエッセイ集。
ベストセラー『看護婦が見つめた人間が死ぬということ』の続編。

無

★医療・看護★



内容 分類 図書館有無

『わかりやすいはわかりにくい？　臨床哲学講座』
鷲田清一著 ちくま新書 (2010)

常識とは違う角度で問いを発することで、現代人が向き合うべき様々なパラドックス
について考える。複雑な現代社会の中で、自らの言葉で考え、生き抜く力の養成に繋
がる一冊。

【新書】
100ワ

有

『14歳からの哲学－考えるための教科書』
池田晶子著 トランスビュー (2004)

人は14歳以降、一度は考えておかなければならないことがある。 104イ 有

『こころの処方箋』
河合隼雄著 新潮文庫 (1998)

 あなたが世の理不尽に拳を振りあげたくなったとき、人間関係のしがらみに泣きたく
なったとき、本書に綴られた55章が、真剣に悩むこころの声の微かな震えを聴き取
り、トラブルに立ち向かう秘策を与えてくれるだろう。

【文庫】
159カ

有

『生きる意味』
上田紀行著 岩波新書 (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

『希望のつくり方』
玄田有史 岩波新書 (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

『伝える力－「話す」「書く」「聞く」能力が仕事を変える！』
池上彰著 PHPビジネス新書 (2007)

　わかっているつもり、では伝わりません。伝えるために話すこと、書くこと、聞くこ
とを徹底して考えたジャーナリストの究極の方法とは? 【PHP研究所】

【新書】
336イ

有

『聞く力－心をひらく35のヒント』
阿川佐和子著 文春新書 (2012)

　頑固オヤジから普通の小学生まで、つい本音を語ってしまうのはなぜか。インタ
ビューが苦手だったアガワが、1000人ちかい出会い、30回以上のお見合いで掴んだコ
ミュニケーション術を初めて披露する―。

【新書】
361ア

有

『モラルの起源－実験社会科学からの問い』
亀田達也著 岩波新書 (2017)

　私たちヒトは、うまく群れ生活を送っていけるように、その心を進化させてきた。し
かし、「群れ」や「仲間」を大きく超えて人々がつながる現代、私たちが対立を乗り
越え、平和で安定した社会を築くにはどうしたらよいのか。「実験社会科学」という
新たなアプローチで、メタモラルの可能性を文理横断的に探る意欲作。

【新書】
361カ

有

『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

★心理・思想・哲学①★



内容 分類 図書館有無

『悩む力』
姜尚中著 集英社新書 (2008)

　情報ネットワークや市場経済圏の拡大などに伴う変化の中で、多くの人が
ストレスを感じている。格差が広がり自殺者も増える現代社会においてどのよ
うに生きればよいのだろうか。こうした苦しみを百年前に直視した夏目漱石と
マックス・ウェーバーをヒントに、最後まで「悩み」を手放すことなく真の強
さををつかみとる生き方を提唱する。生まじめで不器用な心に宿る無限の可能
性を探る一冊。

【新書】
369カ

有

『人間にとって成熟とは何か』
曽野綾子著　幻冬舎新書 (2013)

人はみな等しく年を取るが、人生がだんだん面白くなる人と、不平不満が募る人がい
る。両者の違いは何か。「憎む相手からも人は学べる」「諦めることも一つの成熟」
など、今の世の中を自分らしく生きることを提言。周りに振り回され、自分を見失いそ
うな人に贈る一冊。

【新書】
914ソ

有

『「言葉にできる人」の話し方－15秒で伝えきる知的会話術』
齋藤孝著 小学館新書 (2017)

　知っているのにうまく言葉にできない、話すタイミングを逃してしまう、自分はよく
しゃべるけれど内容が薄い気がする...そんな経験はありませんか?この会話のもどか
しさを解消するのが本書です。どんな会話も盛り上げ、いつも話題の中心にいるのが
「言葉にできる人」。日々のアウトプット(言葉化)を鍛えれば、誰でも必ずなれま
す。齋藤先生が教える教養の超アウトプット法、そして一五秒で密度の濃いコメント
をするテクニックを解き明かします。

無

『失敗学のすすめ』
畑村洋太郎著 講談社文庫 (2005)

“成功の母”がここにある！　創造力が高まりミスが減るノウハウ。恥や減点の対象
ではなく、肯定的に利用することが、失敗を生かすコツ。個人の成長も組織の発展
も、失敗とのつきあい方で大きく違う。さらに新たな創造のヒントになり、大きな事故
を未然に防ぐ方法も示される――。「失敗は成功の母」を科学的に実証した本書は、
日本人の失敗に対する考えを大きく変えた！

無

★心理・思想・哲学②★


