
 

新入学生への推薦図書 

  

英語文化コミュニケーション学科    

推薦教員 書籍名 著者名 出版社名 コメント 

杉本 淳子 ことばの宇宙への旅立ち 大津 由紀雄(編) ひつじ書房 6 名の言語の専門家が、「言語に興味をもっ

たきっかけ」や「言語学や音声学の研究の

面白さ」を、自身の体験や身近な例をとり

あげて、説明してくれている本です。 

不思議の国のアリスを英語で

読む 

別宮 貞徳 ちくま学芸文

庫 

Alice’s Adventures in Wonderland の、英語

表現や言葉遊びの面白さをぜひ味わってみ

て下さい。 

ジョンブルとアンクルサム：

イギリス英語とアメリカ英語 

野村 恵造 研究社 イギリス英語とアメリカ英語の特徴や違い

について知りたい人におすすめする本で

す。短い 40 のコラムで構成されています。 

中川 僚子 Eric Shaun Tan Arthur A. 
Levine Books 

「ボクの家に留学生が来た！」-- 

ちょっぴり風変わりな留学生エリックとの

出会いを描いた、小さな灯りが心にともる

ような絵本。同じ作者によることばのない

絵本 The Arrival (『アライバル』)もお勧

め。 

Tales from the Inner City Shaun Tan Arthur A. 
Levine Books 

25 の動物たちの話。動物たちの視点からみ

る世界とは。「対立」に勝ち負けではな

い、新たな次元の解決策があることを絵が

伝えてくれます。岸本佐知子訳『内なる町

から来た話』河出書房新社、2020 年も。 

綾瀬はるか「戦争」を聞く TBS テレビ

「NEWS23」取

材班編 

岩波書店 広島出身の女優綾瀬はるかが被爆者の話を

聞きます。「あなたがきれいでいることが

うれしい」という被爆者の女性のことば

は、どういう気持ちで発せられたのでしょ

うか。７５年前とわたしたちの「今」を繋

ぐ本。『綾瀬はるか「戦争」を聞く２』

も。 

夜と霧 ヴィクトール・

E・フランクル 

みすず書房 心理学者によるナチスの強制収容所の体験

記録。戦時の強制収容所という非日常にお

いていかなる日常が形成されていたかが克

明に記録されています。生きるとはどうい

うことかを考える指針となる一書。 

濱口 壽子 The Man Who Mistook His 
Wife for a Hat 

Oliver Sacks Picador   

林 龍次郎 謎解きの英文法 (シリーズ全 9

巻) 

久野 暲 / 高見 

健一 

くろしお出版 覚える英文法ではなく、考える英文法を知

るために役立ちます。9 巻のうち興味のある

巻から読むとよいでしょう。 

日本語と外国語 鈴木 孝夫 岩波書店 言語の機能と構造、言葉と文化との関係に

ついて、わかりやすく説明した本です。 

英単語の世界 - 多義語と意味

変化から見る 

寺澤 盾 中央公論新社 英単語の成り立ち、意味の変化などが解説

されており、言語学の基本的な概念にも触

れることができます。 



通じない日本語：世代差・地

域差からみる言葉の不思議 

窪薗 晴夫 平凡社 身近な日本語の例を用いて、音韻論・意味

変化・方言などの基本を説明しています。 

扶瀬 幹生 TV ディレクターの演出術: 物

事の魅力を引き出す方法 

高橋 弘樹 筑摩書房(ちく

ま新書 1040) 

番組を「手作り」することの重要さ(楽しさ

と大変さ)を実践的に面白く解説してくれる

本。ビデオ作品に限らず、ひろくプレゼン

発表やレポート制作に取り組む際の基本姿

勢を学べると思います。 

マーニー・メ

イズ 

The Elements of Style William Strunk 
and E. B. White 

ES Books, 
2020 

 

Out of Our Minds: The Power 
of Being Creative 

Ken Robinson Capstone, 
2017 

 

21st Century Skills: Learning 
For Life in Our Times 

Trilling and 
Fadel 

Jossey-Bass, 
2012 

 

Brave New Digital Classrooom: 
Technology and Foreign 
Language Learning 

Robert J. Blake Georgetown 
University 
Press, 2013 

 

The Language Instinct: How 
the Mind Creates Language 

Steve Pinker Penguin, 2015  

The Innovator's Toolkit: 50+ 
Techniques for Predictable and 
Sustainable 

Samuel 
Silverstein and 
DeCarlo 

Wiley, 2012  

Organic Growth    

デイビッド・

マックニール 

 
 

The Mammoth Book of 
Journalism 

 Carroll & Graf 
Publishers, 
2003 

A fantastic collection of essays by George 
Orwell, Dickens, Hemingway, Churchill etc. 
A good start. 

Journalism: A Beginner's 
Guide 

Sara Niblock Oneworld 
Publications, 
2012 

level: pretty straightforward 

Hiroshima John Hershey  One of the great masterpieces of modern 
journalism (and now available online for 
free!) 
https://www.newyorker.com/books/double-
take/john-herseys-hiroshima-now-online 

翻訳ジョン・ハーシー『ヒロシマ＜増補版

＞』法政大学出版局、2014 年 

Zucked: Waking up to the 
Facebook Catastrophe 

Roger 
McNamee 

Harper Collins, 
2019 

level: moderate 
 

Media Theory Fred Inglis Basil 
Blackwell, 
1990 

翻訳フレッド・イングリス『メディアの理

論 情報時代を生きるために』法政大学出

版局、1992 年 

The Misinformation Age: How 
False Beliefs Spread 

Calin O'Connor, 
James Owen 
Weatherall 

Yale University 
Press, 2019 

level: challenging 

Media and Politics in Japan Susan J Pharr 
and Ellis S 
Krauss 

University of 
Hawaii Press, 
1996 

level: challenging 

雨ニモマケズー外国人記者が

伝えた東日本大震災 

David McNeill, 
Lucy 
Birmingham 
 

えにし書房 日本在住の外国人記者二人による迫真のル

ポルタージュ。東日本大震災を生き延びた 6

人の証言者（タイ系アメリカ人英語教師、

保育園の調理師、漁師、高校生、桜井勝延

南相馬市長、原発作業員）への震災直後の

インタビューを中心に、客観的視点からバ

ランス良くまとめ、2012 年アメリカで出版

され話題となる。「民」の驚くべき底力

と、政府、東京電力を中心とした「官」と

大手マスコミの脆弱、醜悪ぶりが、淡々と

した筆致によって鮮やかに浮かび上がる。

市民グループ有志の翻訳を元に日本語版と

して改めて問う。 

    



日本語日本文学科    

推薦教員 書籍名 著者名 出版社名 コメント 

青島 麻子 知ってる古文の知らない魅力 鈴木 健一 講談社現代新

書 

古代から近世までの作品の繋がりを平易な

言葉で解き明かしてくれます。古典文学が

過去の作品を踏まえて成り立っていること

がよく分かります。 

源氏の女君 清水 好子 塙新書 藤壺・紫の上・宇治の女君に着目すること

で、『源氏物語』の本質に迫ろうとする書

です。五十四帖におよぶ『源氏物語』の展

開と神髄を押さえることができます。 

岩田 一成 外国語に成功する人、しない

人 第二言語習得論への招待 

白井 恭弘 岩波書店 第二言語習得研究の成果が非常にコンパク

トにまとめてあります。習得という視点か

ら、日本語教育がどうあるべきか考えさせ

られます。 

ふるさとって呼んでもいいで

すか ６歳で「移民」になっ

た私の物語 

ナディ 大月出版 ナディさんは、外見はイラン人ですが日本

育ちです。日本社会には様々な人が住んで

います。国を超えて移動する人の気持ちを

考えるいい本です。 

ど田舎生まれ、ポケモン GO

をつくる 

野村 達雄 小学館集英社

プロダクショ

ン 

ポケモン GOを作ったのは、中国生まれの

日本人です。歴史のこと、日本社会のこ

と、ゲームのことを深く知るきっかけとな

ります。 

大塚 美保 ヴァネツィアの宿 須賀 敦子 文春文庫 珠玉の随筆集。聖心女子学院専門学校での

学生生活が生き生きと描かれた「寄宿学

校」の章がとくにおすすめ。 

大聖堂 レイモンド・カ

ーヴァー(作) 村

上 春樹(訳) 

中央公論新社 この本の中の「大聖堂」という作品を薦め

ます。他者に寄り添う、それはどうするこ

となのか、深い示唆を含む作品です。 

川津 誠 人間臨終図鑑 1～3 

 

山田 風太郎 徳間書店 人が死ぬ。おそらく人間にとって最も重要

なこの事実に向き合って、人はどのように

言葉を紡げるか。死の捉え方が変わりま

す。 

日本の原爆文学 いろいろな人が

書いています 

ほるぷ出版 ない方がよかった文学。しかし、残念なが

ら存在する。そしてそれは、知らなければ

ならない文学、になりました。 

小柳 智一 イソップを知っていますか？ 阿刀田 高 新潮文庫 アリとキリギリスなどで有名な『イソップ

物語』。この本を読むと、知っているよう

でいて実は何も知らなかったことがわかり

ます。ちなみに、アリとキリギリスの話は

本物の『イソップ』にはありません。 

ちんちん千鳥のなく声は 山口 仲美 講談社学術文

庫 

昔の人は現代の我々と鳥の声の聞き方が異

なります。それを古典文学作品から丹念に

洗い出した本です。スズメは昔「しうし

う」と鳴きました。 

文章読本さん江 斎藤 美奈子 ちくま文庫 文豪たちの文章指導を読み解き、そこに見

られる悲喜交々を探りながら、思いも寄ら

ない視点を浮かび上がらせる名著です。少

し難しいものに挑戦しようと思うみなさん

江お薦めします。 

みえるとか みえないとか ヨシタケシンス

ケ 伊藤亜紗 

アリス館 「ぼくは うちゅうひこうし。いろんなほ

しの ちょうさをするのが、ぼくの しご



とだ。」で始まる絵本です。地球人とは姿

形の違ういろいろな宇宙人が登場します。

宇宙人と出遭いながら「ぼく」は考えま

す。みなさんも読み終えた後に、じっくり

考えて下さい。現代の社会に生きる上で、

とても重要なことが書かれています。 

清水 由貴子 日本語という外国語 荒川 洋平 講談社現代新

書 

日本語を外から眺めることではじめて気づ

く日本語の魅力や個性、面白さを体験でき

る 1冊です。日本語教員を目指す人はもち

ろん、そうでない人も楽しめます。 

日本語びいき 清水 由美 中公文庫 日本語教師である筆者が、日本語教室で外

国人から受けた「珍」質問に対し、ユーモ

アたっぷりにわかりやすく答えていきま

す。普段「あたりまえ」と思っていること

に意識を向け、「なぜだろう？」と真剣に

考えることの楽しさを教えてくれます。 

言葉図鑑 シリーズ 五味 太郎 偕成社 五味太郎さんの本、子どもの頃はユニーク

な絵や言葉遊びの面白さにひかれたと思い

ます。大きくなった今、改めて読むと、日

本語の構造や表現の豊かさに気づき、「な

るほど！」と思うでしょう。おすすめは、

第 7巻「たとえのことば」です。 

深沢 了子 奇と妙の 江戸文学事典 長島 弘明編 文学通信 高校までの国語では読む機会の少ない江戸

文学ですが、楽しい話がたくさんありま

す。この事典は、怖い話、ふざけた話、幻

想的な話など、さまざまな切り口から江戸

文学を紹介する入門書です。教科書で扱え

ない作品をつまみ読みしてみましょう。 

へんちくりん江戸挿絵本 小林 ふみ子 集英社インタ

ーナショナル

新書 

江戸文学は文章だけでなく挿絵でも遊びま

す。どう考えたらこうなるの？ という不

思議な発想を楽しんでください。 

    

哲学科    

推薦教員 書籍名 著者名 出版社名 コメント 

加藤 和哉 14歳からの哲学 考えるため

の教科書 

池田 晶子 トランスビュ

ー 

哲学は結論ではなく、考え続けるプロセス

です。著者の考えに頷いたり、反発したり

しながら、自分の考えを育ててほしいと思

います。 

新・環境倫理学のすすめ 加藤 尚武 丸善ライブラ

リー 

哲学者として長い間現実の問題に向き合っ

てきた著者の問題提起を受け止めてほしい

と思います。簡単な解決策はありません

が、特にエネルギーを大量消費する社会に

生きている私たちには考え続ける責任があ

ります(『環境倫理学のすすめ』とは別の本

です)。 

加藤 好光 自由と規律 池田 潔 岩波新書 イギリスのパブリックスクールにおける教

育を紹介した良書。エピソードを交えなが

ら、学園生活のなかでいかに「紳士」が形

成されていくかが描かれている。 



ヘンリー・ライクロフトの私

記 

ジョージ・ギッ

シング 

岩波文庫 遠い親戚の遺産から年金を支給されるよう

になった貧乏作家が田舎のヴィラに引っ越

し、季節の移ろいの中で教養あふれる雑感

を綴ってゆく。「尊厳ある閑暇」への憧憬

を培うために。 

『論語』上・下 吉川 幸次郎 朝日新聞社(朝

日選書 1001、

1002) 

東アジア文化圏の古典です。温故知新、座

右の書として折に触れて拾い読みをして下

さい。 

上石 学 美学への招待 佐々木 健一 中央公論新社

(中公新書 

1741) 

ごく身近かな出来事から問題意識を立ち上

げ、学問としての「美学」へと導いてくれ

る入門書です。 

人はなぜ「美しい」がわかる

のか 

橋本 治 筑摩書房(ちく

ま新書 377) 

美の体験の奥深さを、著者の独特な体験を

通じて味わってください。 

長野 美香 古事記   講談社(学術文

庫)他 

日本の神話くらい知らないと恥ずかしいの

で、一度は読んでおくべき。あけっぴろげ

でおおらかで、ちょっとエロティック。現

代語訳もたくさん出版されているのでとっ

つきやすいけれど、実は歴史や文学・思想

の貴重な資料でもあるという奥深い本。 

注文の多い料理店 宮澤 賢治 新潮社(新潮文

庫)他 

生前はほとんど誰にも理解されなかった宮

澤賢治ですが、いまや日本文学の宝のひと

つ。日々の雑事をちょっと忘れて賢治の世

界にただ浸るのも悪くないですが、敬虔な

仏教者だった彼にとって「よく生きる」と

はなにかを考えることは、日本思想のテー

マのひとつでもあります。なお『注文の多

い料理店』には、表題作の他いくつかの作

品が収められています。 

道ありき 三浦 綾子 新潮社(新潮文

庫) 

三部作になっている三浦綾子の自伝の第一

部「青春編」です。彼女の自伝でありなが

ら、若い読者に共通する苦悩に寄り添い、

生きる希望を与えてくれます。 

街道をゆく 司馬 遼太郎 朝日新聞社(朝

日文庫) 

『街道をゆく』は、その土地や国を好きに

なるヒント満載のシリーズ。司馬は人物描

写が上手。歴史上の人物、旅先で出会った

人、同行者に対する愛情あるまなざしが文

章から滲み出ていて、それらの人物を通し

て、読者はさらにその土地を好きになって

しまうのです。 

日本建築集中講義 藤森照信・山口

晃 

中公文庫 路上観察学という不思議な学問（趣味⁉）

で知られる、建築史家にして建築家の藤森

照信氏と、現代的でユニークな日本画家の

山口晃氏とが、誰でも知っている日本各地

の有名建築を見て歩き、語り合います。笑

いながら読み進めるうちに、日本の伝統建

築に詳しくなれます。 

高校倫理の教科書     おそらくはだれも通読したことがなく、高

校時代に一瞥もしなかったという人もある

でしょう。「哲学科」でなにが勉強できる

かを知りたい方は一度眺めてみてくださ



い。もちろん教科書はひとつの「点」のよ

うなもので、哲学の守備範囲はその内部と

外に無限大に広がっていますが・・・。 

山田 庄太郎 

  

なんでもわかるキリスト教大

事典 

八木谷 涼子 朝日新聞出版

社、2012年 

キリスト教に関する基本的な事柄について

分かりやすく解説した本です。「事典」と

いう名称がついていますが、1冊の読み物と

して楽しく読むことができると思います。

用語の解説もついていますので、初めてキ

リスト教に触れる人にとってもおすすめの

入門書です。 

図解 哲学 人物＆用語事典 哲学研究会

（編） 

日本文芸社、

2015年 

歴史上の哲学者たちの主要な思想を、イラ

スト入りで解説しています。年代順に並ん

でいるので、哲学史の全体像をつかむのに

も便利です。本格的に哲学を学び始める前

の第一歩に。 

FACTFULNESS：10 の思い込

みを乗り越え、データを基に

世界を正しく見る習慣 

ハンス・ロスリ

ングほか 

日経 BP 社、

2019 年 

正しく考えるためには、世界を正しく見る

ことが不可欠です。しかし、私たちはしば

しば様々な思い込みにとらわれ、事実を歪

めて見てしまうことがあります。この本で

は私たちが陥りがちな 10 種類の思い込み

と、それらを克服して正しく世界を見つめ

るための方法が紹介されています。大学生

になる皆さんに読んで欲しい本です。 

外来種は本当に悪者か？：新

しい野生 THE NEW WORLD 

フレッド・ピア

ス 

草思社、2019

年 

環境保護や自然保護と私たちが言う時、私

たちは守られるべき「環境」や「自然」と

いうものをどのように考えているのでしょ

うか。日ごろ当たり前のように受け入れて

いる言葉の意味を、本書は、「外来種」と

いう普段悪者にされてしまいがちな存在に

光をあてることで分かり易く解き明かして

くれます。物事を深く考える第一歩に。 

キリスト教文化の常識 石黒マリーロー

ズ 

講談社、1994

年 

日本における仏教や神道の様に、西欧では

長らくキリスト教がその文化的基盤となっ

てきました。キリスト教の影響は、美しい

絵画や荘厳な建築に留まりません。政治家

たちの演説や日常のちょっとした言い回し

に至るまで、生活の中に溶け込んだキリス

ト教の姿を、本書は著者自身の経験を交え

ながら、キリスト教になじみのない人たち

にも分かるよう丁寧に説明してくれていま

す。少し古い本ではありますが、今でも必

見の一書です。 

佐藤 紀子 

 

『心の底をのぞいたら』 なだいなだ ちくま文庫 精神科医でもあり作家でもあった著者によ

り、「こころ」について学問分野や学術用

語にとらわれることなく、日常のことばで

丁寧に語られます。大人であれ子どもであ

れ、だれもが「こころ」の奥底を感じるこ

とのできる本です。 

『音楽の根源にあるもの』 小泉文夫 平凡社 世界各国に出向き、さまざまな楽器と音楽

に出会い、味わい、愛した著者の好奇心が

読者にそのまま届き、どきどきわくわくし



ながら読めます。音、リズム、音階をつう

じて世界をみる、そんな体験ができる本で

す。 

    

史学科    

推薦教員 書籍名 著者名 出版社名 コメント 

石原 比伊呂 大飢饉、室町社会を襲う！ 清水 克行 吉川弘文館

（歴史文化ラ

イブラリー） 

中世日本社会おける一般民衆の実態が、平

易かつ鮮明に描き出されています。飢饉が

常態化していた中世の民衆の声に耳を傾け

てみてください。 

日本史の一級史料 山本 博文 光文社新書 宮本武蔵や忠臣蔵を素材に、時代劇などで

描き出されるイメージと、学問的に確定で

きる実像のギャップがわかりやすく説明し

てあります。 

北朝の天皇 石原比伊呂 中央公論新社 一般的にはあまり注目されず、ともすれば

「無力な存在だった」とされる中世の朝廷

が、足利将軍家との相互協力関係を構築し

ながら、いかにしたたかに生き抜いていた

かを検討した一冊。室町時代の天皇家の“リ

アル”が伝わります。 

印出 忠夫 自分のなかに歴史をよむ 阿部 謹也 ちくま文庫 「眼から鱗が落ちる」ように歴史の見方が

変わります。 

ことばと国家 田中 克彦 岩波新書 言葉が支配の道具だということを知ってい

ましたか？ 

魔女狩り ジェフリ・スカ

ール、ジョン・

カロウ 

岩波書店 「魔女裁判」についての歴史的真実がもっ

とも明快に解説された本 

ジャンヌ・ダルク－歴史を生

き続ける「聖女」－ 

高山 一彦 岩波新書 ヨーロッパ中世最大のヒロインの事実と真

実 

『ミラノ 霧の風景』『コル

シア書店の仲間たち』など 5

冊 

須賀 敦子 白水 Uブック

ス 

深くイタリアを知りたければ、美しい文章

に接したければ、聖心が生んだこの作家の

本を手にされよ 

大西 吉之 砂糖の世界史 川北 稔 

 

岩波ジュニア

新書 

たった一つの商品からグローバルな歴史を

語る名著。とても読みやすい。ちなみに

『茶の世界史』の角山栄は、この著者の師

匠ですね。 

貧乏人の経済学 もういちど

貧困問題を根っこから考える 

アビジット・

V・バナジー 

(著), エステ

ル・デュフロ 

(著), 山形 浩生 

(翻訳)  

 

みすず書房 世界の貧困問題に新たな知見をもたらした

画期的な本。分かりやすい具体例を挙げな

がら、開発援助のあり方に一石を投じまし

た。筆者たちは 2019年にノーベル経済学賞

を受賞しています。難しい理論や数式は一

切なく、訳もよく、大変読みやすいです

よ！ 

桑名 映子 マリー・アントワネット フ

ランス革命と対決した王妃 

安達正勝 

 

 

中公新書 オーストリアのハプスブルク家に生まれ、

フランス王妃として革命の嵐に立ち向かっ

た女性の生涯。 

エリザベート 美しき皇妃の

伝説 

ブリギッテ・ハ

ーマン 

朝日文庫 ハプスブルク帝国皇帝と結婚しても、自由

に生きようとした皇妃の伝記。 



アウシュヴィッツは終わらな

い これが人間か（改訂完全

版） 

プリーモ・レー

ヴィ 

 

朝日選書 アウシュヴィッツ強制収容所に送られ、奇

跡的に生還したイタリアのユダヤ人による

体験記。 

齋藤 久美子 イスラム社会のヤクザ ー歴史

を生きる任侠と無頼 

 

佐藤 次高・八

尾師誠・清水 

宏祐・三浦 徹 

梨木 香歩 

第三書館 

 

イスラム社会の「ヤクザ」に焦点を当てた

珍しい社会史。 

村田エフェンディ滞土録 梨木 香歩 角川文庫 第一次世界大戦前のオスマン帝国の都イス

タンブルに留学した村田くんの日常を描い

た小説。著者の類稀な表現力により、まる

でそこにいるかのような気分になれます。 

生活の世界歴史（７）イスラ

ムの陰に 

前嶋 信次 河出文庫 10世紀のバグダードとコルドバを舞台にカ

リフと市井の人々の生活を描写します。 

中勘助随筆集 渡辺 外喜三郎

（編） 

岩波文庫 『銀の匙』で有名な著者の美しくも感情溢

れる生々しい文体を味わってみましょう。 

佐々木 恵介 忘れられた日本人 宮本 常一 岩波文庫 民俗学者である著者が、戦後間もない頃の

旅のなかで、農山漁村の古老から聞き取り

を行い、その地域やそこに住む人々の歴史

を、魅力あふれる文章でつづった書。教科

書には出てこない、もう 1つの近代日本の

姿がみえてきます。 

最長片道切符の旅 宮脇 俊三 角川文庫 1978年晩秋に、著者が北海道から鹿児島ま

で、1万 3千 km あまりを当時の国鉄で旅し

た記録。鉄道マニアのバイブル的な本です

が、コンビニもファーストフードもほとん

どなかった当時の日本列島の姿が、克明に

描き出されていて、紀行文としても見事で

す。 

土田 宏成 茶の世界史 角山 栄 中央公論新社

（中公新書） 

身近なモノからこんなにもスケールが大き

く、深い歴史が書けるんだ！という驚きを

感じてほしいです。 

日本近現代史講義 山内 昌之・細

谷雄一 

中央公論新社

（中公新書） 

日本の近現代史について最新の研究成果に

もとづいてわかりやすく書かれています。 

聞き書 緒方貞子回顧録 野林 健・納家 

政嗣 

岩波書店 聖心女子大の偉大な先輩がどのように学

び、どのように生きたかを語ったもので

す。ぜひ知っておいてもらいたいです。 

 

人間関係学科 

   

推薦教員 書籍名 著者名 出版社名 コメント 

石井 洋子 フィールドワークへの挑

戦－“実践”人類学入門 

菅原 和孝 世界思想社 フィールドワークの面白さを等身大に伝え

る実践的な著。 

見る、撮る、魅せるアジ

ア・アフリカ！映像人類

学の新地平 

北村 皆雄(ほか) 新宿書房 異文化での住み込み調査の様子を生き生き

と伝える。DVD付き。 

人類学のコモンセンスー

文化人類学入門 

浜本満・浜本ま

り子 

学術図書出版

社 

文化人類学という学問の基礎が優しく学べ

る。 

ガダラの豚１～３ 中島 らも 集英社 文化人類学者から知恵を授かり、アフリカ

を舞台にした抱腹絶倒の小説。 



岩原 絋伊 文化人類学の思考法 松村 圭一郎・

中川 理・石井

美保編 

世界思想社 あたり前を疑うことをキーワードに、親族

や贈り物といった文化人類学の古典的なト

ピックからグローバリゼーションやケアと

いった現代的なものまでを扱うことで、私

たちが現代において複雑化する社会を考え

るヒントをくれます。 

SDGs を学ぶ ―国際開

発・国際協力入門 

高柳 彰夫・大

橋 正明編 

法律文化社 昨今「SDGs」＝持続可能な開発目標という

用語を耳にする機会が多くなっています。

しかし、私たちはその 17の開発目標につい

てどれほど知っているでしょうか。 

本書はそれぞれの開発目標の背景や内容を

学ぶための入門書です。 

観光人類学のフィールド

ワーク ツーリズム現場

の質的調査入門 

市野澤 潤平・

東 賢太朗・碇

陽子編 

ミネルヴァ書

房 

時代とともに変化してきた観光は、現代社

会を映し出す鏡といわれています。 

本書を通してレジャーとしてではなく、学

問として観光を調査することの面白さを感

じてもらえればと思います。 

 

大槻 奈巳 大学生のためのキャリア

デザイン入門 

岩上 真珠・大

槻 奈巳(編) 

有斐閣 仕事や「就職活動にとどまらず、自分の生

き方を考えるきっかけにするための本。 

大学でどのように学び、人生を設計するか

を考えてください。 

キャリアを考える一助となるワークシート

がついています。 

文科省/高校 「妊活」教

材の嘘 

西山 千恵子, 柘

植 あづみ(編著) 

論創社 2015年 8月、文部科学省が、内閣府の協力

を得て、高校保健体育の啓発教材『健康な

生活を送るために』（平成 27年度版）を改

訂・発行した。 

その中で、医学的・科学的知識だとして高

校生や若い人に早い出産を奨励するために

改ざんされたデータが使用されていた。 

なぜ、このようなことが起きたのかを社会

学者たちが論じている。 
 

小城 英子 ワークショップ人間関係

の心理学 

藤本 忠明・東 

正訓(編) 

ナカニシヤ出

版 

心理学の中でも、特に人間関係に焦点を置

いて書かれたテキストです。人を好きにな

る心、他人からの影響、集団の中の自分、

集団間のコミュニケーションなど、社会心

理学を広く学べる内容になっています。心

理テストやシミュレーション・ゲームな

ど、具体的なワークもたくさん盛り込まれ

ていますので、実践しながら学ぶことがで

きます。 

ワークショップ大学生活

の心理学 

藤本 忠明・東 

正訓(編) 

ナカニシヤ出

版 

「ワークショップ人間関係の心理学」のシ

リーズで、大学生の日常生活を切り口に、

身近なところから心理学を学ぶテキストで

す。本書は、Ⅲ部構成になっていて、Ⅰ部

では学問を学ぶ上で必要となるスタディ・

スキルの獲得や学習意欲、Ⅱ部では自分自

身の理解やアイデンティティの確立、Ⅲ部

では自分を取り巻く人間関係や、大学生活

にひそむさまざまなリスクについて書かれ

ています。 



不思議現象 なぜ信じる

のか こころの科学入門 

菊池 聡・谷口 

高士・宮元 博

章(編著) 

北大路書房 UFO や占い、超能力などを総称して「不思

議現象」と呼びます。人為を超えた力や現

象は、もしかしたら本当に存在するのかも

しれませんが、大半は、何でもないこと

を、不思議現象を信じようとする私たちの

心が不思議に見せているだけなのです。本

書では、不思議現象を信じる心を、心理学

の観点から解き明かしています。心理学の

入門書としてもおすすめです。 
 

テレビが構築する集合的

記憶－番組・アイドルの

共有 

（テレビという記憶 テ

レビ視聴の社会史） 

小城英子・萩原 

滋（編） 

新曜社 映画からテレビ、テレビから SNS へと、メ

ディアの変遷とともに私たちのコミュニケ

ーションのあり方も変わってきました。リ

ビングでリアルタイムのテレビ視聴こそ減

っていますが、コンテンツ（番組）自体は

さまざまなデバイスで消費されており、実

は今でもテレビはマス・メディアの中心に

います。 

シリーズ心理学と仕事 10 社会心理学 太

田信夫（監修）

小城英子・大坊

郁夫（編） 

北大路書房 心理学がどのように仕事に結びつくのか？ 

心理学と仕事というと、真っ先にカウンセ

ラーが思い浮かぶかもしれませんが、心理

学という学問は日常生活のあらゆる場面で

活用でき、いろいろな仕事と関わっていま

す。 

絶対に役立つ心理学 日

常の中の「あるある」と

「なるほど」を探す 

藤田哲也（監

修） 小城英

子・村井潤一郎

（編著） 

ミネルヴァ書

房 

初心者向けに書かれた社会心理学の入門書

です。身近な事例と理論とを結びつけてい

て、高校生でも読みやすいと思います。 

社会に切りこむ心理学 

データ化が照らし出す社

会現象 

小城英子・高橋

尚也・宇井美代

子・畑中美穂

（編） 

サイエンス社 「第３章 ファン心理を科学する」を執筆

しています。ファン心理研究の最前線をま

とめていますので、関心のある方はまずこ

こから始めてみましょう。 

菅原 健介 羞恥心はどこへ消えた？ 菅原 健介 光文社新書 

 

藤原 勇 思考の整理学 外山 滋比古 ちくま文庫 科学的な研究に必要な論理的思考を学ぶた

めの入門書として最適な本。レポートや卒

業論文など、人に読ませる文章を考える力

を身につけたい方にもおすすめ。 

入社１年目の教科書 岩瀬 大輔 ダイヤモンド

社 

社会人としての準備のためだけでなく、大

学生活の中でも必要な行動指針を学べる一

冊。 

感覚マーケティング A・クリシュナ

（著） 

平木いくみ・石

井裕明・外川拓

（訳） 

有斐閣 消費者の感覚を刺激すると、気づかぬうち

に購買心理や行動が左右される。近年注目

の感覚マーケティングを扱った本。 

    

国際交流学科    

推薦教員 書籍名 著者名 出版社名 コメント 

岡橋 純子 大人になるためのリベラ

ルアーツ 

石井 洋二郎, 藤

垣 裕子 

東京大学出版

会 

  



女の一生（一部、二部） 遠藤 周作 新潮文庫   

風土－人間学的考察 和辻 哲郎 岩波文庫   

古寺巡礼 和辻 哲郎 岩波文庫   

イタリア紀行（上、中、

下） 

ゲーテ 岩波文庫   

ハワイイ紀行 完全版 池澤 夏樹 新潮文庫   

Portrait of a Turkish 
Family 

Orga, Irfan Eland 
Publishing 
(new edition), 
2002 

  

Ancient Futures - 
Learning from Ladakh 

Noberg-Hodge, 
Helena 

Sierra Club 
Books, 1991 

  

Why the West Rules - For 
Now 

Morris, Ian Farrar Straus 
and Giroux, 
2010 

  

せかいいちうつくしいぼ

くの村（絵本） 

小林 豊 ポプラ社   

日本外交の論点 佐藤史郎、齊藤

孝祐、川名 晋

史、上野友也

（編） 

法律文化社 

2018年 

 

日本の古代国家誕生 飛

鳥・藤原の宮都を世界遺

産に 

松浦 晃一郎、

西村 幸夫、岩

槻 邦男、五十

嵐 敬一（編） 

ブックエン

ド、2019年 

 

信仰の対象と芸術の源泉 

世界遺産富士山の魅力を

生かす 

松浦 晃一郎、

西村幸 夫、岩

槻 邦男、五十

嵐 敬一（編） 

ブックエン

ド、2018年 

 

回遊型巡礼の道 四国遍

路を世界遺産に 

松浦 晃一郎、

西村 幸夫、岩

槻 邦男、五十

嵐 敬一（編） 

ブックエン

ド、2017年 

 

奥切 恵 From the Japanese Paul Rossiter Isobar Press, 
2013 

  

World Without Paul Rossiter Isobar Press, 
2015 

  

20ステップで学ぶ 日本

人だからこそできる英語

プレゼンテーション 

藤尾 美佐 DHC   

久保田 知敏 本と中国と日本人と 高島 俊男 筑摩書房 中国に関係する図書の案内。著者は週刊文

春のコラム「お言葉ですが」で知られる中

国文学研究者。 

北朝鮮に消えた友と私の

物語 

萩原 遼 文春文庫 戦後日本の趨勢を決定した朝鮮戦争から現

在の北朝鮮問題まで、朝鮮問題と深く関わ

ってきた著者が、自らの体験を軸に、同時

代を生きた一人の人間として書き記した自

叙伝的な解説書。 

放送禁止歌 森 達也 光文社(知恵の

森文庫) 

日本マスメディアの体質を知るために絶好

の読み物。将来マスコミ等言論の場で活躍

したい人にはお薦めの一冊。 

訓詁学講義 中国古典文

献の読み方(中国古典文献

学・基礎編 1) 

倪 其心(著) 橋

本 秀美、鈴木 

かおり(訳) 

アルヒーフ/す

ずさわ書店 

中国古典研究のための本格的入門書。 



校勘学講義 中国古典文

献の読み方(中国古典文献

学・基礎編 2) 

洪 誠(著) 橋本 

秀美、森賀 一

惠(訳) 

アルヒーフ/す

ずさわ書店 

父が子に語る日本史 小島 毅 トランスビュ

ー 

♪闘う君の歌を～闘わない奴らが笑うだろ

う、冷たい水の中を～ふるえながらのぼっ

てゆけ。 

台湾の政治 若林 正丈 東京大学出版

会 

台湾のことが知りたくなった人はこの専門

書に挑戦。 

佐々木 亮 大学教育について J.S.ミル（竹内

一誠訳） 

岩波文庫 著名や政治哲学者が、大学教育が拠り所と

すべき原点や理念を説いたものです。著者

の視点から、大学で教えられるべき科目や

その理由・意義が述べられており、これか

ら大学生になろうとしている方や大学で学

ぶ専門について考えている方にも、ご一読

頂きたい 1冊です。 

差別は思いやりでは解決

しない－ジェンダーや

LGBTQから考える 

神谷 悠一 集英社新書 現在、「ジェンダー平等」が SDGs の目標

の 1つに掲げられ、LGBTQ への理解の必要

性が社会的にも認知されてきています。 

差別の問題は、「思いやり」のような個々

人の良識の問題として捉えられることが少

なくありませんが、現代における差別問題

は、社会構造や人々の価値観にも深く関わ

るものであり、「思いやり」に還元しては

解決できません。本書は、「思いやり」か

ら脱し、社会制度の問題として差別を考え

るための入門書です。 

個人と国家－今なぜ立憲

主義か 

樋口 陽一 集英社新書 憲法学者の視点から（外国の憲法との比較

や憲法の背後にある歴史・思想も視野に入

れて）、国家と憲法の関係を再検討し、個

人がその存在をありのままに尊重される社

会のあり方を考えるための１冊です。 

民主主義の本質と価値 ハンス・ケルゼ

ン（長尾龍一・

植田俊太郎訳） 

岩波文庫 第二次世界大戦直前のファシズムが台頭し

始めたヨーロッパで、民主主義の危機を目

の当たりにした著者が、民主主義の意義を

説いたものです。 

単なる多数決（多数派の専制）ではなく、

少数者を社会に包摂することが民主主義の

本質的価値であり、自由を最大化する方法

であるという主張は、現代日本にも重要な

教訓を与えてくれます。 

レイシズムとは何か 梁英聖 ちくま新書 「日本人に人種差別などあるのか」、この

問い自体に実は差別が埋め込まれていま

す。人種を表に出さないことによって生み

出される人種差別の構造を通して、私たち

の身近にありながらなかなか気付かない

「隠された差別」に気付くための視点を与

えてくれます。 

キヨミズ准教授の法学入

門 

木村 草太 星海社 図表なども多く気軽に読める法学の入門書

です。法学そのものについての説明にとど

まらず、政治学・経済学・社会学などと対



比させた箇所も多く、「社会」に関わる問

題をこれから大学で学ぼうとする方が、ど

のような学問を専攻すべきか考えるうえで

も有益な 1冊です。 

古川 純子 あなたの Tシャツはどこ

から来たのか？ 

プエトラ・リボ

リ 

東洋経済新報

社 

T シャツが解き明かすグローバリゼーション

の歴史としくみ。 

1冊で分るグローバリゼ

ーション 

マンフレッド・

B・スティーガ

ー 

岩波書店 グローバリゼーションをコンパクトに解

説。 

データ資本主義 野口 悠紀雄 NTT 出版 ビッグデータがもたらす新しい経済のしく

み。 

予想通りに不合理 ダン・アリエリ

ー 

ハヤカワ・ノ

ンフィクショ

ン文庫 

とにかくおもしろい行動経済学の本。 

日本人の勝算 デービッド・ア

トキンソン 

東洋経済新報

社 

日本経済を再生するには何をすればよいの

か。 

国家と移民 鳥井 一平 集英社新書 日本の事実上の移民政策，技能実習制度に

問題はないか。 

百年の孤独 ガルシア・マル

ケス 

新潮社 ラテンアメリカを知るための最高傑作。ノ

ーベル文学賞受賞作家。 

多文化世界 青木 保 岩波新書 宗教・民族問題の先鋭化と，グローバリゼ

ーションの一元化の中で直面する現実と課

題。 

異文化理解力 エリン・メイヤ

ー 

英治出版 ビジネスシーンにおける文化の違いから生

じる問題を事例に基づき分析し，コミュニ

ケーションパターンを類型化した。 

アルケミスト パウロ・コエー

リョ 

角川文庫 自分を待つという宝を探しに旅に出た少年

がみつけた人生の宝とは。 

わたしたちが正しい場所

に花は咲かない 

アモス・オズ 大月書店 イスラエル人の著者が語る，共生の作法。 

    

心理学科    

推薦教員 書籍名 著者名 出版社名 コメント 

岸本 健 バッタを倒しにアフリカ

へ 

前野 ウルド 浩

太郎 

光文社新書 単身アフリカに乗り込むバッタ研究者のフ

ィールドワーク譚。「世界一受けたい授

業」にも出演の異色研究者による冒険と希

望の実話。ぐいぐいと読ませます。 

仕掛学－人を動かすアイ

デアのつくり方 

松村 真宏 東洋経済新報

社 

「あ，この仕掛け作った人，天才だわ」ど

のページを見てもため息が出ます。バスケ

ットゴールをゴミ箱の上につけたら，誰だ

ってゴミを丸めてシュートしたくなります

よね。でも，仕掛を「科学の学問としての

仕掛学」に昇華させるのが作者の本当のす

ごいところ。読み始めたら止まらない仕掛

けだらけの本。 

神前 裕子 人口の心理学へ－少子高

齢社会の命と心－ 

柏木 惠子・高

橋 惠子(編) 

ちとせプレス   



素足の心理療法－始まり

の本－ 

霜山 徳爾 みすず書房   

小峰 洋子 14歳の君へ －どう考え

どう生きるか 

池田 晶子 朝日新聞出版 

2006 

誰もが一度は頭をよぎるさまざまな疑問を

糸口に、「考える」きっかけを与えてくれ

る本です。大学生という時期は、新たな世

界が広がると同時に、時に困難にも直面す

る時期かと思います。 

自分をみつめ、自分なりの「考え」を深め

てみるのはいかがでしょうか。 

永井 淳一 山びこ学校 無着 成恭(編) 岩波文庫(青) 学ぶとは、先生から新しい知識を教わるだ

けではないということがよく分かります。

大学では特にそうです。 

君たちはどう生きるか 吉野 源三郎 岩波文庫(青) 他者とのかかわりの中で、いかに良く生き

ていくかを考える、一つのきっかけになる

読み物であると思います。 

向井 隆代 いつもそばにいるから バーバラ・パー

ク（ないとう 

ふみこ 訳） 

求龍堂 アメリカの児童向けの図書 The graduation 

of Jake Moon の日本語訳です。アルツハイ

マーを発症した祖父の介護を手伝う小学校

高学年の男の子の物語。訳本もいいです

が、高学年以上向けなので英語も読みやす

いです。 

メディア・バイアス 松永 和紀 光文社新書 メディアによって私たちに伝えられる科学

情報の歪みや限界を指摘する書。論理的思

考、分析的視点を日常生活に活かし、自主

的に判断する意義を伝えてくれます。 

    

教育学科 教育学専攻・初等教育学専攻    

推薦教員 書籍名 著者名 出版社名 コメント 

植田 誠治 人間この未知なるもの アレキシス・カ

レル 

三笠書房 人間とは何か、ノーベル賞を受けた科学者

が、科学を越えた先にある人間の不思議さ

をおしえてくれる書。1935年に書かれたも

のであるが、まったく古さを感じさせな

い。 

いのちの文化人類学 波平 恵美子 新潮選書 さまざまな文化における生命観を比較しな

がら、いのちについて考える。また、それ

を通して尊厳死、臓器移植などといった今

日のゆらぐ生命観を幅広い視点で考察でき

る書。 

こころの旅 神谷 美恵子 みすず書房 ひとの生涯を、こころの発達を中心にてい

ねいにたどる。新しい資料として収録され

た育児日記にみられる生き生きとした記述

内容と方法も参考になる書。 

健康不安社会を生きる 飯島 裕一(編著) 岩波新書 現代の健康ブームをいろいろな視点から検

討しながら、健康とは何かを問い直してい

る。識者へのインタビュー形式で書かれて

いて、読みやすい入門の書。 

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 中公新書 科学者たちの仕事や言葉を通して，科学と

は何か，知とは何かを考えさせてくれる。

できれば大学入学前に，少なくとも新入生



の間に読んでおくとよいと思われる入門

書。 

臨床の知とは何か 中村 雄二郎 岩波新書 近代の科学，近代の知への問題提起ととも

に，現実的課題解決のためのヒントを与え

てくれる。 

オフサイドはなぜ反則か 中村 敏雄 平凡社ライブ

ラリー 

「オフサイド」というフットボールの反

則，そのルール誕生の背景には，イングラ

ンドの歴史や心性が深くかかわっている。

知的好奇心を満たすことの楽しさを味あわ

せてくれる。 

小山 裕樹 メノン プラトン著、藤

沢 令夫訳 

岩波文庫、

1994年 

  

啓蒙とは何か/他四編 カント 岩波文庫、

1974年 

 

大学とは何か 吉見 俊哉 岩波新書、

2011年 

  

サヨナラ、学校化社会 上野 千鶴子 ちくま文庫、

2017年 
 

下流志向：学ばない子ど

もたち、働かない若者た

ち 

内田 樹 講談社文庫、

2009年  

ヒューマニティーズ：教

育学 

広田 照幸 岩波書店、

2009年 
 

「宿命」を生きる若者た

ち：格差と社会をつなぐ

もの 

土井 隆義 岩波ブックレ

ット、2019年  

つながりを煽られる子ど

もたち：ネット依存とい

じめ問題を考える 

土井 隆義 岩波ブックレ

ット、2014年   

河邉 貴子 日本人のしつけは衰退し

たか 

広田 照幸 講談社   

幼児教育へのいざない 佐伯 胖 東京大学出版   

子どもごころ 河邉 貴子 春秋社   

センス・オブ・ワンダー レーチェル・カ

ーソン 

新潮社   

育ての心 上・下 倉橋 惣三 フレーベル館   

木下 ひさし 浦上の旅人たち 今西 祐行 岩波少年文庫 長崎浦上天主堂。この地で信仰を守った

人々の明治から昭和に至る旅の物語。 

社会の真実の見つけかた 堤 未果 岩波ジュニア

新書 

メディア情報を鵜呑みにしてはいけない。

では、どうやって読み解くのか。 

先生はえらい 内田 樹 ちくまプリマ

ー新書 

先生はえらい。理屈抜きにえらい。目から

鱗の内田教育論。 

瓦礫の中から言葉を 辺見 庸 NHK 出版新書 東日本大震災とは何であったのか。忘れて

はならないための言葉たち。 

澤野 由紀子 古代への情熱―シュリー

マン自伝 

ハインリヒ シ

ュリーマン(著), 

H. 

Schliemann(原

岩波書店、

1976年 

幼い頃に読んだ本のなかの一枚の挿絵から

トロイア遺跡発掘を夢見て、実現に向けて

様々な努力をした 19世紀ドイツの実業家の

伝記です。夢の実現のために、12カ国語を



著), 村田 数之

亮(翻訳) 

どんどん習得していくシュリーマンの外国

語の学び方にも注目してみてください 

コルチャック先生 近藤 康子(著) 岩波ジュニア

新書、岩波書

店、1995年 

ユダヤ系ポーランド人の小児科医で児童文

学者、教育者でもあったヤーヌシュ・コル

チャックの伝記。子どもの権利にもとづく

理想を持ち続け、ナチス・ドイツ統治下の

ワルシャワのゲットーで孤児院を経営。コ

ルチャックの思想は「子どもの権利条約」

にも反映されています。 

窓ぎわのトットちゃん 黒柳 徹子(著) 講談社文庫、

講談社、1984

年 

著者が実際に通っていたトモエ学園のユニ

ークな教育実践から、現代の学校教育の抱

える問題について考えてみましょう。 

杉原 真晃 「教養」とは何か 阿部 謹也 講談社 文字通り、「教養」とは何かを問う著書。

大学生になり、「教養」を身につけていく

にあたり、参考になる。 

教育の職業的意義―若

者、学校、社会をつなぐ 

本田 由紀 筑摩書房 「職業」という観点から学校教育の在り方

を考えさせられる著書。 

教育と平等―大衆教育社

会はいかに生成したか 

苅谷 剛彦 中央公論新社 戦後の学校教育における「平等」のとらえ

られ方を知り、教育の在り方を再考するに

適した著書。 

「いじめ」の構造 渡部 昇一, 土居 

健郎 

PHP研究所 現代的な「いじめ」の特徴を分析した著

書。教育やケアのあり方を問い直す機会を

もたらす著書。 

里山資本主義 日本経済

は「安心の原理」で動く 

藻谷 浩介, NHK

広島取材班 

角川書店 グローバル化が進む資本主義経済社会の抱

える課題を克服する、新たな生き方・経済

のあり方を発見できる著書。 

社会的ひきこもり―終わ

らない思春期 

斎藤 環 PHP研究所 

(PHP 新書) 

「ひきこもり」が単なる個人的な問題では

なく、社会的システムとしての問題である

ことが理解でき、ひきこもりに対する考え

方が変容する著書。 

友だち地獄―「空気を読

む」世代のサバイバル 

土井 隆義 筑摩書房 友だちと仲良くし続けるために「空気を読

む」ことに神経を使いすぎ、疲弊していく

若者の様相を分析した著書。 

貧困の克服―アジア発展

の鍵は何か 

アマルティア・

セン 

集英社 貧困という問題に向かうための社会のあり

方を問う著書。ノーベル経済学賞受賞者の

セン氏の入門書。 

永田 佳之 現代社会の理論 見田 宗介 岩波新書 環境問題や南北問題、情報化社会などを読

み解くセンスを磨く恰好の一冊。同著者に

よる『社会学入門』もお薦め。 

「聴く」ことの力：臨床

哲学試論 

鷲田 清一 TBS ブリタニ

カ 

人は聴くことによって深い所で相手を支

え、聴くことによって自分自身も変る。著

者のこうした声と植田正治による写真との

コラボが見事な作品。 

医は国境を越えて 中村 哲 石風社 国際協力とは何か。アフガニスタンの地で

井戸を掘り続ける日本人医師の奮闘記でで

あり、「相互扶助の世紀」への希望の書。 



コミュニティを問いなお

す 

広井 良典 ちくま新書 新しい時代の教育を構想するには、環境と

福祉という視座は欠かせない。現代のコミ

ュニティの問題を根幹から問い直し、地球

倫理の可能性も示した大佛次郎論壇賞受賞

作品。 

西原 直枝 夜は暗くてはいけないか

―暗さの文化論 

乾 正雄 朝日選書 人間らしい思考や生活に適した光・視環境

について論じた書。 

快適服の時代 斉藤 秀子, 呑山 

委佐子 

おうふう出版 「地球環境問題」や「快適」、「健康」を

キーワードとし、人間－衣服－環境の関係

の科学的知見をわかりやすくまとめてい

る。 

食といのち 辰巳 芳子 文藝春秋 食べることといのちの関わりをテーマに、

料理研究家の辰巳芳子氏が、生物学者、看

護師、小児科医、倫理学者など多様な専門

家を相手に対談した記録である。 

益川 弘如 人はいかに学ぶか 稲垣 佳世子・

波多野 誼余夫 

中公新書、

1989年 

  

「学び」を問い続けて-授

業改革の原点- 

佐伯 胖 小学館、2003

年 

  

「わかり方」の探求-思索

と行動の原点- 

佐伯 胖 小学館、2004

年 
  

水島 尚喜 ヒトはなぜ絵を描くのか 中原 佑介(編著) フィルムアー

ト社 

「人はなぜ絵を描くのだろうか？」という

疑問に、学際的にアプローチする本書は、

「美術・図工」という教科の必要性を考え

ることにも役立つ。 

    

 

 


