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1
モンテ・クリスト伯 / デューマ著 ; 山内義雄訳,
岩波文庫

著者が４３歳(1845年)のときに完成した大作、波瀾万丈の傑作。主人
公エドモン・ダンテス、後のモンテ・クリスト伯の師であり恩人のファリア
司祭のことば、「ローマでは、図書室におよそ５千冊ばかりの書物を
持っていた。それをたびたび読みかえすうち、うまく選択した１５０冊の
本さえあれば、それが人間のあらゆる知識を完全につづめたものとは
いえないまでも、尐なくも知っておいて役立つもののすべてが得られる
ことを発見した。」

2
星の王子さま / サン=テグジュペリ作 ; 内藤濯
訳--岩波書店, 1962

仲良くならないと遊べないというキツネと王子さまの出会い。その後、
「さっきの秘密をいおうかね。なに、なんでもないことだよ。心で見なく
ちゃ、ものごとはよく見えないってことさ。かんじんなことは、目に見え
ないんだよ。」

950/74 本館書庫旧教養 TT21614443 BA5984616X

3 資料番号00110134501
夜間飛行 / サン=テグジュペリ [著] ; 堀口大
學訳. -- 65刷改版. -- 新潮社, 1993.6. --
283p ; 15cm. -- (新潮文庫 ; サー1-1).

人間のふるまいのみが発する言葉を超えた重み、使命を貟う人間だ
けが持ちうる気高い勇気。

KR171/042 本館2F学閲 TT21832250 BN12136967

4 資料番号00110134510
人間の土地 / サン=テグジュペリ [著] ; 堀口
大學訳. -- 改版. -- 新潮社, 1998.10. -- 249p
; 15cm. -- (新潮文庫 ; サ-1-2).

サン＝テグジュペリ、堀口大學、宮崎駿。３人を結ぶのは飛行機です。
砂漠の真ん中に不時着して、奇跡の生還。

KR171/043 本館2F学閲 TT21832257 BA42362737

5
風車小屋だより / ドーデー作 ; 櫻田佐譯(岩波
文庫 ; 830-831)--岩波書店, 1940.9

輝く太陽と豊かな自然をもとめて故郷の片田舎にやってきたドーデー
は、うちすてられていた風車小屋に居をかまえ、日々の印象をパリの
友人にあてて書きつづります。素朴な農民の人々、暮らしを静かな詩
情あふれる筆致で描き出しています。青春の書です。せめて、「星－プ
ロヴァンスおある羊飼いの物語り」をどうぞお読みください。著者に共
鳴したら、『月曜物語』もどうぞ。

953/18 本館書庫旧教養 TT21615176 BN06658185

6 資料番号00110134496
チップス先生さようなら / ヒルトン [著] ; 菊池
重三郎訳. -- 改版. -- 新潮社, 1987.4. --
119p ; 16cm. -- (新潮文庫 ; ヒ-1-1).

これがなかったら、大学の先生を目指さなかった。できれば原著も読
んでいただきたい。

KS158/055 本館2F学閲 TT21832252 BN09138192

7
翼よあれがパリの灯だ : 大西洋横断飛行の回
想 / C.A.リンドバーグ著 ; 佐藤亮一訳--出版
協同社 , 1955.12

チャレンジ精神と何としても成功させようとする気迫。大西洋横断のた
めに徹底的に削り落としてゆく合理性。若い時に読んだ感動がよみが
えりました。

IVB6/136 本館書庫BF2旧学閲 TT21485590 BN12725571

8
思出の記 / 徳富健次郎著(蘆花全集 / 徳冨
健次郎著 ; 第6巻)--蘆花全集刊行会, 1928.12

家名を再興しようとする野望をもつ主人公が、民権運動やキリスト教
など様々な体験を通して、自由にめざめ内面的に成長していく道程を
描いた成長物語。

IVB3-3/ト5 本館書庫旧片平 TT21135942 BN09802550

9
君たちはどう生きるか / 吉野源三郎著(岩波
文庫 ; 青(33)-158-1)

「あるとき、あるところで、君がある感動を受けたという、くりかえすこと
のない、ただ一度の経験の中に、そのときだけにとどまらない意味の
あることがわかってくる。それが、ほんとうの君の思想というものだ。」

US53/013 本館2F学閲新書岩波文庫 TT21125833 BN00768657

10
羊の歌 / 加藤周一著(加藤周一著作集 ; 14)-
-平凡社 , 1979.9

医学と文学。知の巨人と名高い加藤周一氏のとりわけ秀でた自变伝
です。本書は、氏が生まれてから医局員時代までの自伝で、おもに自
分の青春時代と太平洋戦争の世間のなりゆきが同時進行で書かれて
います。内容の濃密さと問題意識の高さから大いに啓発されました。
『続　羊の歌―わが回想』もどうぞ。また、我々の先輩にも北杜夫がい
ますね。

KH249/02 本館2F学閲 TT20136028 BN00267957

11
ある心の自变伝 / 長谷川如是閑〔著〕(筑摩叢
書 ; 121)--筑摩書房, 1968.11

「社会・政治運動まで行くと本当のことがいえなくなる」、主義者であっ
てはならないという意味で、如是閑はみずからを「ノン・イズミスト」とも
称していた。国家よりも社会を大切に思い、すべての発想の視点を
人々の生活事実においています。膨大な著作の底に一貫して流れて
いるのは、職人など無名の市井人への深い共感です。

KG536/01 本館2F学閲 TT20044183 BN02660833
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12
日本的性格 / 長谷川如是閑著(岩波新書 ; 赤
-26, 95)--岩波書店, 1938.12

「日本人はその文化的所産においても、極端に走らんとする傾向があ
るにもかかわらず、けっきょく中正的の表現に落ちつくのである。また
進歩の反面には保守性の強い傾向がある。」自由、ユーモワ、ペーソ
スのセンスを示していただきましたが、身についていないようです。あ
わせて、谷崎純一郎の『陰翳礼賛』もどうぞ。

IC/ハ5 本館書庫旧片平 TT21111744 BN05132558

13
日本辺境論 / 内田樹著(新潮新書 ; 336)--新
潮社, 2009.11

「日本人の最大の強みは、学び」「日本の多尐とも体系的な思想や教
義は内容的に言うと古来から外来思想である、けれども、それが日本
に入ってくると一定の変容を受ける。それもかなり大幅な『修正』が行
われる。」「より正確に言えば、変化の仕方が変化しないというところに
意味がある。」（丸山眞男）

US1/0233/336 本館2F学閲新書新潮新書 TT21760333 BB00045961

14 春宵十話 / 岡潔著--毎日新聞社,  1963.2 情緒こそ大切。 049/139 本館書庫旧教養 TT21528657 BN0131915X

15 春風夏雤 / 岡潔著--毎日新聞社, 1965.6 季節の移り変わりで育まれ、磨かれる情緒。

16 紫の火花 / 岡潔著 --朝日新聞社, 1964.6
高校時代に岡潔先生の著書を読んだおかげで、ヘルメット・ゲバ棒組
になりませんでした。

17
日本への遺言 : 福田恒存語録 / 福田恒存著
; 中村保男, 谷田貝常夫編--文芸春秋, 1995.4

自由によって、人は決して幸福になりえない。自由が内に向かうと孤
独になり、外に求めれば、特権階級への昇格を目指さざるをえない。

KH117/016 本館2F学閲 TT21050962 BN12617896

18
人間・この劇的なるもの / 福田恆存著(福田恒
存評論集 ; 第4巻)

個性などというものを信じてはいけない。もしそんなものがあるとすれ
ば、それは自分が演じたい役割ということにすぎぬ。他はいっさい生理
的なものだ。

KH169/028 本館2F学閲 TT21716380 BA90054157

19
私の幸福論 / 福田恆存著(福田恆存評論集 ;
第17巻)

「摩擦のない清潔な貧しさ」を求める若者に。　一つの共同体には、そ
れに固有の一つの「生きかた」があり、また一人の個人には、それを受
けつぎながら、しかもそれと対立する「生きかた」がある。逆にいえば、
共同体の「生きかた」を拒否しながら、それと合一する「生きかた」があ
るのです。

KH169/028 本館2F学閲 TT21780868 BB02671835

20
花伝書(風姿花伝) / 世阿弥編 ; 川瀬一馬校
注・現代語訳(講談社文庫) --講談社, 1972

芸能論であり、かつ教育論です。「二十四五：このころ、一期の芸能の
さだまる初めなり。さるほどに、稽古のさかひなり。」

21
世阿弥 / 山崎正和責任編集(日本の名著 ;
10)--中央公論社, 1969.10

他にもおすすめしたい覚悟の言葉が満載です。『花鏡』も。

22

タルチュフ ; 人間ぎらい ; 守銭奴 : 他 / モリ
エール [著] . セビラの理髪師 ; フィガロの結婚
/ ボーマルシェ [著] ; 川口篤 [ほか] 訳
(世界文学全集 ; 第3期 3)

戯曲ですので、癖はありますが、それぞれのテーマは面白くも深くもあ
ります。特に、タルチェフの悪辣ぶりと口のうまさは歯ぎしりします。

TT20044183 BN02660833

23 資料番号00110134470
病は気から / モリエール作 ; 鈴木力衛訳. --
改版. -- 岩波書店, 2008.12. -- 154p ; 15cm.
-- (岩波文庫 ; 赤(32)-512-9).

この時代の医師は、こんなことをしてたのかと。 KR164/045 本館2F学閲新書岩波文庫 TT21832336 BA8816552X

24 資料番号00110134488
桜の園 ; 三人姉妹 / チェーホフ [著] ; 神西清
訳. -- 改版. -- 新潮社, 1990.8. -- 252p ;
15cm. -- (新潮文庫 ; チー1-1).

医師であり劇作家でした。人間観察、人間の多面性を見せてくれて、
ペーソスを味あわせてくれます。

KP223/038 本館2F学閲 TT21832264 BN09980264
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25
漱石全集 / 夏目金之助著--岩波書店,
1993.12-

「吾輩は猫である」「草枕」「坊っちゃん」推薦 KH426/010 本館2F学閲 TT20278368 BN10062892

26 資料番号00110134769
文車日記 : 私の古典散歩 / 田辺聖子著. --
46刷改版. -- 新潮社, 2003.3. -- 366p ; 16cm.
-- (新潮文庫 ; た-14-4).

古事記から平安日記、落語、若山牧水まで、筆者が長年いつくしんで
きた作品の数々古典を、女性ならではのこまやかな眼と、平明な文章
で紹介し、古典への片思いを精いっぱいの若さで吐露しています。味
わい深い古典の世界へと招待してくれる名エッセイ集です。

KH596/06 本館2F学閲 TT21832248 BA68351146

27 資料番号00110152016
饗宴 / プラトン著 ; 久保勉訳. -- 79刷改版. -
- 岩波書店, 2008.12. -- 193p ; 15cm. -- (岩
波文庫 ; 青(33)-601-3).

一堂に会した人びとが酒盃を重ねつつ興にまかせて次つぎとエロス
(愛)讃美の演説を試みる。談論風発，最後にソクラテスが立ってエロス
は肉体の美から精神の美，さらに美そのものへの渇望すなわちフィロ
ソフィア(知恵の愛)にまで高まると説く。プラトン対話篇中のみずみず
しい最大傑作。

HC14/068 本館2F学閲新書岩波文庫 TT21832337 BA8934563X

28
モンテ-ニュ・エセー / モンテ-ニュ著 ; 原二郎
選訳(筑摩叢書 ; 10)--筑摩書房, 1963.9

『モンテーニュ　エセー抄』でもいいです。「他人の称賛を根拠にして、
それが徳の高い行為の報酬だと考えるのは、あまりに不確実にして、
あやふやな土台にもとづいたものとしかいいようがない。とりわけ、現
代のような、腐敗した、無知な世の中にあっては、よい評判はむしろ有
害でさえある。」

KR164/01 本館2F学閲 TT20146318 BN04318109

29 パンセ/パスカル, 中公文庫

パスカルは科学者、モラリスト、キリスト者の三つの顔をもつ。「幾何学
の精神vs繊細の精神」「人間の偉大と悲惨」など、魅力的な考察に満
ちています。考える葦の変奏で、「人間は惨めである。それでも人間は
偉大だ。なぜなら自分の惨めさを知っているのだから」と。この認識は
自己へも向けられ、「自己は傲慢でけがらわしい」という自己嫌悪を介
して、「ただ神をのみ愛し自分をのみ憎むべきだ」と宣言される。

30
ベ-コン随想集 / 渡辺義雄訳(岩波クラシック
ス ; 55)--岩波書店, 1984.1

びっしと決まった名言が、ヨーロッパの古典から。 HD11/03 本館2F学閲 TT20217115 BN00767982

31 資料番号00110135211
Essays or counsels civil and moral / Bacon,
Francis. -- 2009.

「ベーコン随想集」の原著。 本館2F学閲

32
ヘンリ・ライクロフトの私記 (岩波文庫 赤-
1088,赤(32)-247-1,6361-6363) / Gissing
George. -- 岩波書店,1961.1

本好きにはたまらない。落ち着いて味がわかるまで読み継がれるべき
本です。価値判断において、他人におもねらず、衆になびかない筋目
が磨かれ、勇気が湧いてきます。

33 資料番号00110135229
The private papers of Henry Ryecroft /
Gissing, George . -- 2008.

「ヘンリ・ライフロフトの私記」の原著。 本館2F学閲

34
人類知抄百家言 / 中村雄二郎著 --朝日新聞
社, 1996.4

朝日新聞（日曜日）に連載していたものをまとめた本です。人類の英
知と言われる思想家、哲学者から彼等のエッセンスとも言うべき言葉
を選び出して、紹介してくれます。パトスの知(深層の知、演劇的知、臨
床の知)、汎リズム論、述語的世界、生命論の新しい展開などの導入
的な要素がちりばめられています。言葉に触発されて、自分の定義集
をつくるために手元に置いておかれ、書き込みをすることをお勧めす
るのに大変有益なものが、『定義集』（ちくま哲学の森）です。
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35 資料番号00110134809

西洋哲学史 : 古代より現代に至る政治的・社
会的諸条件との関連における哲学史 / バート
ランド・ラッセル[著] ; 市井三郎訳 ; 1, 2, 3. --
[改版]. -- みすず書房, 1970.3. -- 3冊 ; 21cm.

ラッセルはべーコン、ロック、ヒューム、ミルと続いてきたイギリス経験
論の伝統を継承し、それに新たな発展を与え、現代の経験主義哲学
の礎石を据えた。本の内容は、ラッセルらしく平昜でありながらも、そ
の中にも核心部に至っての記述は、深い理解と鋭い本質の把握を示
している。その中に、個性的な素晴らしい知性、ユーモアと諧謔の精
神を忘れない本である。「アリストテレスの形而上学は、大まかに言え
ば、プラトンを常識でうすめたものといってよい。アリストテレスがむず
かしいのは、プラトンと常識とは容易にまざらないからである。」

HC1/05 本館2F学閲 TT20034448 BN02298146

36 資料番号00110134817

西洋哲学史 : 古代より現代に至る政治的・社
会的諸条件との関連における哲学史 / バート
ランド・ラッセル[著] ; 市井三郎訳 ; 1, 2, 3. --
[改版]. -- みすず書房, 1970.3. -- 3冊 ; 21cm.

推薦 HC1/05 本館2F学閲 TT20034448 BN02298146

37 資料番号00110134825

西洋哲学史 : 古代より現代に至る政治的・社
会的諸条件との関連における哲学史 / バート
ランド・ラッセル[著] ; 市井三郎訳 ; 1, 2, 3. --
[改版]. -- みすず書房, 1970.3. -- 3冊 ; 21cm.

推薦 HC1/05 本館2F学閲 TT20034448 BN02298146

38 資料番号00110134793
現代思想の50人 : 構造主義からポストモダン
まで / ジョン・レヒテ著 ; 山口泰司, 大崎博監
訳. -- 青土社, 1999.8. -- 466p ; 20cm.

現代思想家を、プロフィール、思想形成、意義、核心、影響関係、そし
て問題点まで鋭く掘り下げてくれています。これだけの労力は計り知
れないものがあります。これはわざとらしい新奇なもの、独創をてらっ
た病的な個性を目指したり、天才を無理に装うようなことのない人の仕
事です。同様の主旨で、中山元『思想の用語辞典』(ちくま学芸文庫) も
おすすめです。

HD1/085 本館2F学閲 TT21164357 BA42363842

39 資料番号00110139786
Fifty key contemporary thinkers : from
structuralism to post-humanism / Lechte,
John. -- 2nd.. -- Routledge, 2007.

「現代思想の50人」の原著。 本館2F学閲

40 資料番号00110134868
システムの科学 / ハーバート・A・サイモン著 ;
稲葉元吉, 吉原英樹訳. -- 第3版. -- パーソナ
ルメディア, 1999.6. -- xvii, 331p : 挿図 ; 21cm.

状態記述state descriptionと過程記述process description。これら二
つの構造理解の仕方は、われわれの日常経験の縦糸と横糸をなして
いる。絵画、青写真、ほとんどの図形、化学構造式は、状態記述であ
り、薬の処方、微分方程式、化学反応式は、過程記述である。＜略＞
知覚の対象としての世界と、行動の対象としての世界を区別すること
によって、適応的有機体の生存の基本的条件が明らかとなる。

M22/0226 本館2F学閲 TT21832502 BA4185035X

41 資料番号00110135237
The sciences of the artificial / Herbert A.
Simon ; : hbk, : pbk. -- 3rd ed. -- MIT Press,
c1996. -- xiv, 231 p. : ill. ; 24 cm.

「システムの科学」の原著 M22/482 本館2F学閲 TT21729753 BA28783076

42 資料番号00020091190
人間の本性について / E.O. ウィルソン著 ; 岸
由二訳、筑摩書房, 1997.5

人の精神は文化と同じくらい生物的な影響、そして遺伝子の影響も受
けており、（文化決定論のような、人の文化はあまりに多様で無限の
可能性があるという主張に反対して）社会や環境要因が人の行動に
与える影響には限度があるのでは、と。
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43 資料番号00020326852
知の挑戦 : 科学的知性と文化的知性の統合 /
エドワード・O・ウィルソン著 ; 山下篤子訳--角
川書店, 2002.12

啓蒙主義に共感し、進化学を中心に諸学の統一を目指したアリ学者
ウィルソンは生態学・動物行動学の膨大な研究文献をもとに、『社会生
物学新総合学説』、『人間の本性について』を約30年前に書きました。
人間は他の動物に比べてかなり特殊な形態と生活様式を持つが、社
会性動物の一般的な法則からは逃れられない。生命の諸原理は共通
であり、遺伝子の自己を保持しようとするしくみが人間行動の奥深いと
ころに潜み、性格は哺乳動物のなかにもみられ、宗教や芸術は脳と社
会との共進化の産物である、と主張しました。生物学的な観点を人間
文化にまで及ぼそうとしたことにより大論争となりました。人間の本性
の根本とは？人には生まれつき何が最も必要か？それはなぜか？統
合された学問知識の普遍的な共有によってのみ、正しい先見と賢い選
択ができるのでは？こうした難問を考えることにより、生物多様性の重
要性と倫理がすべてだという根本原理に私たちは気づきつつある、と
も述べています。啓蒙は力わざです。読み飛ばせる本ではなく、皆さ
んに挑戦しています。

UA11/069 本館2F学閲 TT21342183 BA60199707

44
二千五百年史(上、下） / 竹越与三郎著 ; 講談
社学術文庫, 1990.1

明治大正期の民間歴史家、竹越三叉が不文の歴史（太古史、日本に
おけるシナ文明の敗北）から幕末までの通史を世に問うて、自国の文
明史に関して認識をおおいに高めてくれた著書です。続いて『新日本
史』（上、下）（岩波文庫）があります。ともに、人物月旦は正確であり、
論理性と批判性と物語性がバランスのとれた名著です。

45 資料番号00110134660
戦艦大和ノ最期 / 吉田満[著]. -- 講談社,
1994.8. -- 201p ; 16cm. -- (講談社文芸文庫).

「進歩のないものは決して勝たない。貟けて目覚めることが最上の道
だ」「それ以外にどうして日本が救はれるか」「日本の新生にさきがけ
て散る、まさに本望ぢやないか」

GB547/028 本館2F学閲新書講談社文芸 TT21832224 BN11315133

46 資料番号00110134678
失敗の本質 : 日本軍の組織論的研究 / 戸部
良一 [ほか] 著. -- 中央公論社, 1991.8. --
413p : 挿図, 地図 ; 16cm. -- (中公文庫).

大東亜戦争（太平洋戦争）における日本軍の失敗を現代の組織一般
にとっての教訓として生かし、戦史上の失敗の現代的・今日的意義を
探ることを目的に書かれたものです。

GB541/040 本館2F学閲 TT21832292 BN06739618

47
アーロン収容所 : 西欧ヒューマニズムの限界
/ 会田雄次著(中公新書 ; 3)--中央公論社,
1962.11

西欧人のいうヒューマニズムが、実際は人間を人間とも思わぬ偏狭な
ものでありうることを教えてくれた本。英軍収容所の女性兵士は、掃除
役の日本人捕虜に裸を見られても驚きもしない。彼女らは日本人を人
間だとは思っていないから。注意すべきは、これは人種差別意識では
なく、文明的優越感（差別意識）だということです。

US1/0197/3 本館2F学閲新書中公新書 TT21276834 BN0096672X

48
パワー・エリート / C.W.ミルズ [著] ; 鵜飼信成,
綿貫譲治訳(UP選書 ; 28-29)--東京大学出版
会, 1969

「パワーエリート（権力エリート）」とは、他者を従属させる各分野の権
力を独占する尐数のエリート支配階層のことです。自由と平等を基調
とするアメリカのような民主主義社会においても寡頭体制によって政
治・経済・軍事が動かされていることを批判的に指摘した古典的な本
です。

EC231/03 本館2F学閲 TT20128075 BN0058592X

49
ベスト&ブライテスト / ディビッド・ハルバースタ
ム著 ; 浅野輔訳--サイマル出版会, 1976

アメリカの「最良にして最も聡明な」人びとが、なぜ、ベトナム戦争とい
う非道かつ愚かな泥沼へと国を引きずりこんでいったのか。権力の上
層に結集するエリートたちが、その傲慢と偽善のゆえに愚行を重ねて
ゆくさまを、そして組織の政策決定・権力行使にたえず潜在する危険
性を、事実に語らせています。『メディアの権力』、『覇者の驕り―自動
車・男たちの産業史』もどうぞ。また、、『静かなる戦争』には冷戦後の
大統領の有能と弱点、その心の揺れまでを豊富なインタビューにもと
づいた人物評で明らかになる米国の地域介入の論理が書かれていま
す。

GH118/013 本館書庫 TT28024945 BN01805599
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50 資料番号00110135296
ドリアン・グレイの肖像 / ワイルド [著] ; 福田
恆存訳. -- 61刷改版. -- 新潮社, 2004.7. --
428p ; 15cm. -- (新潮文庫 ; ワ-1-1).

美青年ドリアンは自分の美の衰えを恐れる。ところが、彼は老けずに
美しいままである。そのかわり、彼が年齢や悪徳を重ねると、ドリアン
の肖像画が、その分だけ醜くなっていく。「魂は年老いて生まれ次第に
若くなっていく。それが人生の喜劇だ。体は若く生まれて次第に年老
いていく。それが人生の悲劇というものだ。それはしばしば繰り返し喜
劇でもあるのだが。」

KS175/043 本館2F学閲 TT21832244 BA70898269

51 資料番号00110134785
ガリヴァ旅行記 / スウィフト[著] ; 中野好夫訳.
-- 改版. -- 新潮社, 1992.5. -- 423p : 挿図 ;
15cm. -- (新潮文庫 ; ス-3-1).

ガリヴァは江戸訪問の直前、永遠の命を持つ「不死人間」が住むとい
うラグナグ島に滞在した。その人間がしるしをもって生まれると家族は
嘆き悲しむ。年齢とともに、対人関係が妙にぎくしゃくし、人間本来の
暖かい愛情が分からなくなってしまう。（中略）ただもう嫉妬深くて、お
まけに実行する力もないくせに欲望ばかりが強いのだ。最後は目も見
えず耳も聞こえず、あるのは食欲のみ。超高齢社会の暗黒面を3百年
前に直感していた天才スウィフト。ヤフーの語も最初に出てきます。

KS171/0111 本館2F学閲 TT21832268 BN12138237

52
「痴呆老人」は何を見ているか / 大井玄著(新
潮新書 ; 248)--新潮社,  2008.1

認知症とは、記憶力の低下によって、この「私＝結節点」という結び目
がほどけることなのです。ただ、「認知症」が用語としてきわめて不完
全であることから、必要な場合には「痴呆」を残しました。その最大の
理由は、われわれは皆、程度の異なる「痴呆」であるからです。そし
て、「ぼけ老人」は老人自身の問題というより、周囲との関係による場
合が多いようです。意地悪な人間関係の下では「ぼけ老人」は早々に
発生するが、温かく寛容な人間関係では、知力が相当低下しても「ぼ
け」とは認知されにくくなるようです。

US1/0233/248 本館2F学閲新書新潮新書 TT21817029 BA84387337

53
ゾウの時間ネズミの時間 : サイズの生物学 /
本川達雄著(中公新書 ; 1087) --中央公論社,
1992.8

生命体がいかに動き動かされ周囲の環境と調和し合うかが書かれて
います。心臓の鼓動や呼吸の間隔、腸のぜん動運動の時間、血液が
体内を一巡する時間、体内でタンパク質が合成されてから壊されるま
での時間などなど、すべて時間をさまざまな動物で比較すると、いず
れも体重の1/4乗(体長3/4乗)に比例することが分かった。

US1/0197/1087 本館2F学閲新書中公新書 TT20378484 BN0796739X

54 資料番号01850319910
ホワイトヘッドの対話 : 1934-1947 / ルシアン・
プライス編 ; 岡田雅勝, 藤本隆志訳, みすず書
房, 1980.1

自分の有機体の哲学はプラトンの哲学の現代版であると主張してま
す。情動、情緒の重要性を、Ninety percent of our lives is governed
by emotion. と。

55
精神と自然 : 生きた世界の認識論 / グレゴ
リー・ベイトソン[著] ; 佐藤良明訳-改訂版--
新思索社 , 2001.2

著者は統合失調症（精神分裂病）の「ダブル・バインド」理論で知られ
ているが,それにとどまらず, 生物学, 生態学, 認知科学,認識論,哲学を
統合しようとした知の巨人である。読みこなせば必ず視野が開け,考え
る人間, 知的に生きて行く決意と勇気が湧いてくる。「われわれの唯一
真実の自己とは、人＋社会＋環境からなる全サイバネティック・ネット
ワークである。」

56 資料番号00110134686
ためらいの倫理学 : 戦争・性・物語 / 内田樹
[著]. -- 角川書店, 2003.8. -- 372p ; 15cm. --
(角川文庫 ; 13043).

書かれているのは、知識や理論なんて絶対的なものじゃない。政治も
社会も批判するのはたやすいが、自分だって何ひとつ論理的に生きて
ない。この社会を支える弱くて愚かな一員――そんな腰の定まらなさ
の自覚、「とほほ主義」とのスタンスです。「真理の暴力性」や「正義の
過剰な峻厳さ」に「なんだかいやな感じがしてたまらなくなる」人間の心
の微妙な動きも。

EB98/0660 本館2F学閲 TT21832230 BA63503928

57 資料番号00030160670
来たるべき世界のために / ジャック・デリダ, エ
リ－ザベート・ルディネスコ; 藤本一勇, 金澤忠
信―岩波書店, 2003

「自らの遺産を選択すること」から、「精神分析礼賛」までの対話集で
す。忠実であろうとする精神のせいで死ぬほど骨を折りながら不忠実
になってしまう道化師。保守主義から解放されたいと願う伝統愛好者。

HD135/0229 本館2F学閲
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58 資料番号00110134876
条件なき大学 / ジャック・デリダ著 ; 西山雄二
訳. -- 月曜社, 2008.3. -- 170p ; 21cm.

無条件なの自由の場としての大学が、「グロ-バル化」とサイバース
ペースのヴァーチャル化の時代の中で、どのような新たな人類の空間
を開くことができるのかを探る。来るべき大学、特に人文学にとっての
大学とは、無条件的に、無条件的な、無条件的であるための問いを、
実践的に発する場所であると考えている。そして、その問いのスピー
チアクト（行為遂行的発話）の理想としての脱構築が語られ、そのため
の条件が模索される。

HD135/0296 本館2F学閲 TT21652866 BA85344056

59 資料番号00110134777
沈黙 / 遠藤周作著. -- 改版. -- 新潮社,
2003.5. -- 312p ; 16cm. -- (新潮文庫 ; え-1-
15).

舞台は島原の乱が鎮圧されて間もない、キリシタン禁制下の長崎。日
本に潜入したポルトガル人司祭ロドリゴは、日本人信徒らに加えられ
る激しい拷問と殉教の姿に苦悩する。踏み絵を迫られ、ついに転び、
棄教する。棄教に至るまでの心の動きを中心に追いつつ、「神の沈
黙」という永遠の主題を問いかける。著者の動機は「キリスト教と日本
風土の相克がテーマ。転び者ゆえに教会も語るを好まず、歴史からも
抹殺された人間を、それら沈黙の中から再び生き返らせること」。

KH94/010 本館2F学閲 TT21832243 BA64655240

60 資料番号00110134884
論語 / [孔子著] ; 吉田賢抗[訳]著 ; 加藤道理
編. -- 新版. -- 明治書院, 2002.7. -- iii, 232p ;
18cm. -- (新書漢文大系 ; 1).

つくだ煮のように数ある論語の中で、あえて、東北大学関係者の訳を
取り上げます。息子さんは阪大医学部の教授で、自分が若い時に大
いに好意を寄せていただきました。

HB41/0175 本館2F学閲 TT21832490 BA58723889

61 資料番号00110135138
論語物語 / 下村湖人 [著]. -- 講談社, 1981.4.
-- 300p ; 15cm. -- (講談社学術文庫 ; [493]).

学ぶとは、教えるとは、人の運命とは。今もってそしてこれからも各人
が向き合うことを求められるテーマです。

US1/0229/493 本館2F学閲新書講談社学術 TT21736203 BN04343682

62
論語講義 / 渋沢栄一 [著](講談社学術文庫 ;
[186-192])

『論語』や儒教などの古き良き教えが失われるなか、ひたすら利を追
い求める気持ちだけが刺激され、肥大化していく風潮に危機感を抱い
た渋沢栄一が、やはり己の漢文の教養を基にして主張したのが「義利
合一」「論語と算盤」という有名なモットーでした。また、明治初期の政
治的な裏話も数多くあり、当時の雰囲気が知れます。

63
定義集 / アラン [著] ; 神谷幹夫訳--岩波書
店, 2003.8
(岩波文庫 ; 青(33)-656-4)

言葉への自覚を深め、人も含めた環境の経緯を学びましょう。人間は
環境に包まれた身体をもとに、言葉を使って意志を決定し表示するの
ですから、自分の言葉を磨きあげ、社会性を意識して発言・行動しな
ければいけません。哲学を語らない哲学者アランの『定義集』は、その
慎ましい外観にもかかわらず、非常に重要で味わうべき書です。これ
には、264枚に書かれた断章の全訳と，未刊主題500余がていねいな
索引とともに収録されています。私たちが普段何気なく使っている言
葉を厳密に定義し、ものと言葉と思想との関連を日常的な出発点から
深く広く思考し、見事な文章で提示しています。西欧の正統を極める
と、ついには人間共通の観念にまで達することを教えてくれます。入学
した皆さんが、よく「観る人」「考える人」「行動する人」になるために言
語への信頼を決意して欲しい。なお、原著とその翻訳とを並べて学ぶ
のがその分野の外国語をマスターするとてもよい方法です。

HD128/011 本館2F学閲新書岩波文庫 TT21832341 BA63199496

64 資料番号00110169494 Définitions　 / Alain. -- Proverbe, 2004. 「定義集」の原著。 本館2F学閲

65
ニ-チェ / 手塚富雄責任編集(世界の名著 ;
46)--中央公論社 , 1966.2

「ツァラトゥストラ」精神の三様の変化（駱駝（らくだ）、獅子（しし）、小
児）は、日本の芸道の守破離とも響きあいます。
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66
平静の心 : オスラー博士講演集 / オスラー
[述] ; 日野原重明, 仁木久恵訳
--医学書院, 2003.9

医学部教授になり、入学試験の面接を担当する前に何度も何度も読
み直しました。「今日を行動的に生きる」「人間らしい心をかたくなにす
ることなく、危急の場に臨んだとき、強い意志と勇気を持って事に対処
できるよう、感受性の鈍さを修得していただきたい。」

SC21/0118 本館2F学閲 TT21391467 BA63757777

67
初めに行動があった / アンドレ・モロワ著 ; 大
塚幸男訳
(岩波新書 ; 青-628)--岩波書店, 1967.4

表題はゲーテの言葉です。幸福を求めるならば行動しなければならな
い。人間の幸福の源泉は行動の中にある。動かないでいる船は操縦
できない。

68
ヘルダーリン詩集 / ヘルダーリン [著] ; 川村
二郎訳 ; . -- 岩波書店,2002.5. -- (岩波文庫 ;
赤(32)-411-3).

ギリシャにあこがれるリリシズムとロマンティズムのドイツ魂。「ひさしい
あいだ枯れしぼんで閉ざされていた／私の心は、いま美しい世界に挨
拶する。／その枝々は芽ぐみ　つぼみをつける。／新しい生命のみな
ぎりに。／そうだ、わたしはもういちど生に帰ってきた。」「長々と時は流
れるが、真のことは起こる」

69
詩のこころ・美のかたち / 杉山平一著
(講談社現代新書 ; 575)

小さきものはみな美し。はかない「原形への夢」こそが、我々の「郷愁」
というものである。我々はいつも心の底に「原形」をもつ。

70
詩のこころを読む / 茨木のり子著
(岩波ジュニア新書 ; 9)

「私の心に残った詩」を紹介する本です。一つ一つの詩が良い、という
だけでなく、著者の感受性で綴られたそれをつなぐぐエッセー的な文
章も素敵です。言葉のすごさ、温かさ、いろんな面を味わえる本です。
著者は「自分の感受性くらい／自分で守れ／ばかものよ」と励まして、
時に叱ってくれる詩人です。

71
外國人文學集 / 魯迅[ほか]著(日本現代文學
全集 / 伊藤整 [ほか] 編 ; 15) --講談社,
1969.3

「藤野先生」仙台医学専門学校（現・東北大医学部）で解剖学を担当し
ていた藤野先生からの留学生、魯迅への親切な指導や、二人の師弟
関係を知ってほしい。なお、観察力がありもともと絵がうまかった魯迅
が、指導のもとに解剖学者、科学者へと変身していく魯迅の医学ノート
（複製）は東北大学の宝であるばかりでなく、成長してゆく若者を勇気
付けます。

72
人間の建設 / 小林秀雄著(小林秀雄全作品 /
小林秀雄著 ; 25)--新潮社, 2004.10

「科学的知性の限界」：知性や意志には、感情を説得する力がない。と
ころが人間というものは感情が納得しなければ、ほんとうには納得しな
しという存在らしいのです。
「はじめに言葉」：思索は言葉なんです。／数学を熱心勉強することは
我を忘れること／精神の働きというものは一つですね。
「素読教育の必要」：丸暗記させる教育だけが、はっきりした教育で
す。／理性のなかを泳いでいる魚は、自分が泳いでいるということが
わからない。
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73 資料番号00070245424
走ることについて語るときに僕の語ること / 村
上春樹著

著者は「書く人」であるともに「走る人」でもあります。「走り続けるため
の理由はほんの尐ししかないけれど、走るのをやめるための理由なら
大型トラックいっぱいぶんはあるからだ。僕らにできるのは、その「ほ
んの尐しの理由」をひとつひとつ大事に磨き続けることだけだ。暇をみ
つけては、せっせとくまなく磨き続けること。」「選択事項としての苦し
み」から「尐なくとも最後まで歩かなかった」と書いてくれています。メタ
ボリック症候群だけが運動効果のターゲットではありません。最新の
研究でも、体を動かす活動は、脳由来神経栄養因子（BDNF、神経細
胞の成長を促しその機能を高める生体内物質で、神経活動に応じて
産生される。）を高め、認知能力を高めることが示されています。生来
の才能がないと嘆かずに、才能を開花させる方法を学び、頭の体力も
たくましく磨きあげてください。

KH384/024 本館2F学閲

74
1984年 / オーウェル [著] ; 新庄哲夫訳
(世界SF全集 ; 第10巻)-- 早川書房, 1968.10

一見平和な全体主義的な未来社会を描いてます。舞台となる超大国
に住む人々は、「ビッグ・ブラザーがあなたを見ている」というキャプ
ションが出るテレスクリーンによって常時監視されている。ここでは「戦
争は平和なり」「自由は隷従なり」といったスローガンに人々は洗脳さ
れ、過去の歴史は権力の都合に従ってせっせと書き換えられ、「党」が
二足す二は五だと言ったら、皆はそれを信じなければならない。そして
この世界の人々は「二重思考」に慣らされ、イデオロギーの圧力のもと
に極端に単純化され、へんてこな略語、「ニュースピーク」という公用語
を使わされていきます。

908/52/10 本館書庫旧教養 TT21589193 BN03888440

75
動物農場 / ジョージ・オーウェル作 ; 川端康雄
訳　(岩波文庫 ; 赤(32)-262-4)--岩波書店,
2009.7

農場の動物たちが人間に反乱を起こすが、やがて豚が権力を握って
恐怖政治と化す。スターリン主義など全体主義を風刺した名作です。
歴史を前に進めようとするという人間的な美しい営みのはずが、生身
の現実では悲劇そして悲惨を生じるということ。

KS126/018 本館2F学閲新書岩波文庫 TT21721454 BA90683185

76 資料番号00110131309
Animal farm / Orwell, George. -- Vintage,
2010.

「動物農場」の原著。 本館2F学閲

77

象を撃つ / ジョージ・オーウェル著 ; 川端康雄
編 ; 井上摩耶子 [ほか] 訳
(平凡社ライブラリー ; 687 . オーウェル評論集
; 1)-- 平凡社, 2009.11

「白人植民者」とは、うしろについてきた黄色い顔の意のままに動かさ
れている愚かな操り人形にすぎないのだった。この瞬間に、わたしは
悟ったのだ。暴君と化したとき、白人は自分自身の自由を失うものだと
いうことを。うつろな、ただポーズをとるだけの人形に、類型的なただ
の旦那（サヒブ）になってしまうのだ、ということを。

US1/0232/687 本館2F学閲新書平凡社ライブ TT21761157 BB00189156

78 資料番号00110131285

Shooting an elephant and other essays /
George Orwell ; with an introduction by
Jeremy Paxman. -- Penguin Books, 2009. --
xiv, 375 p. ; 20 cm. -- (Penguin modern
classics).

「象を撃つ」の原著。 KS166-4/17 本館2F学閲 TT21832719 BB02156861

79 資料番号00100299010
種の起源 / ダーウィン著 ; 渡辺政隆訳
(光文社古典新訳文庫 ; [KDタ1-1], [KDタ1-2])

附属図書館百周年記念講演会で瀬名秀明先生が、読まれない古典
『種の起源』が新しい翻訳によりとても読みやすくなっていると紹介して
くださいました。さらには「東北大学に入学したすべて学生に、この『種
の起源』を入学時に配布し読む機会をあたえることで、20年後には世
界が変わる」とも強調していました。「進歩progress」と「進化evolusion
〔変節〕」とを区別する勇気と知性を身につけてもらいたいです。

RA121/0207 本館2F学閲新書光文社古典
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80
ダーウィン / 今西錦司責任編集(世界の名著 ;
39)--中央公論社, 1967.9

『人類の起源』、「人間と人間より下等な動物との違いの中で、道徳観
念あるいは良心が、きわめて重要である。」「社会本能も共感も、その
ほかのいずれの本能とも同じように、個人の習慣によって著しく強化さ
れ、その結果、共同体の願望や批判にしたがうようになるだろう。」
p103-107の「人口増加率」も必読。「ダーウィンと進化論」（今西錦司）
も収められています。

US1/02/ 本館2F学閲 TT20105489 BN00532388

81

人間の進化と性淘汰 / チャールズ・R. ダー
ウィン著 ; 長谷川眞理子訳(ダーウィン著作集
/ ダーウィン著 ; 1-2)--文一総合出版,
1999.9-

推薦 SA21/059 本館書庫 TT21143475 BA42846518

82
生命の塵 : 宇宙の必然としての生命 / クリス
チャン・ド・デューブ著 ; 植田充美訳 --翔泳社,
1996.1

宇宙における生命の歴史を辿ろうとした書で、七部構成で、化学、情
報、原始細胞、単細胞、多細胞生物、精神、未知の時代となっていま
す。豊かな学識と真摯な思考に支えられた、生命の本質を探るこの壮
大な観点を提供してくれます。7段階・階層がここでも出てきます。ド・
デューブは生物を修めていない１年生ばかりでなく,さらに深く生命科
学や医学を考えたい学生にも薦めることができる著者です。高校の生
物学の教科書・参考書を脇に置いて,ともかく読破することを勧める。ま
た、尐し学術的ですが、『細胞の秘密―生命の実体と起源を探る』（三
代 俊治, 長野 敬訳、医学書院）もおすすめです。

RA125/052 本館2F学閲 TT20388845 BN13802689

83
細胞の世界を旅する / Christian de Duve [著]
; 八杉貞雄, 大久保精一, 八杉悦子訳--東京
化学同人, 1990.9

観察者を縮めるか細胞を100万倍に膨らますかというアイデアを基に、
描かれた細胞の観光案内。理解、体感のためのあえて危険な擬人化
にも取り組んでいる、極めて魅力的な細胞生物学の入門書になってい
ます。『細胞紳士録』藤田恒夫、牛木辰男著（岩波新書）も素敵です。

RA111/0216 本館2F学閲 TT20117849 BN05282834

84
イオンシグナルの謎 : カルシウムの40億年を
渉猟する / 唐木英明編著--メディカルレ
ビュー社, 1999.10

よい問題設定とその解こそが科学の進歩に寄与することができる。そ
れ故、謎とその解へのプロセスは科学的精神の骨格である。初学の
人はまずどんな謎があるのかを知らなければならない。題名の通りに
謎に満ちたテーマ設定で、着眼点が新しく時には意表を衝くような展
開をしており、思わずどんな答えが用意されているのかと、先を追って
読んで行きたくなる。そして、Caシグナリングやイオンチャネル・トラン
スポーターに影響する薬物・毒物を教科書とは異なった切り口で接す
ることができる。

QV276/17 医学分館 TT21728307 BA43987592

85

プルーストとイカ : 読書は脳をどのように変え
るのか? / メアリアン・ウルフ著 ; 小松淳子訳
--インターシフト, 2008.10

読書する脳についての物語と科学。脳科学で「読書」の謎に挑む。難
読症（読字障害、ディスレクシアdyslexia）の研究をたどることで、文字
を読むことはこんなに高度なわざだったのか、と驚くことを請け貟いま
す。読書は、思考を進め、予測力を高め、世界観を絶えず変化させる
原動力であります。人間はニューロンのリサイクル屋さん（neuronal
recycler）であると考えるようになるのでは？

KE17/0130 本館2F学閲 TT21690544 BA87521356

86 資料番号00110131317

Proust and the squid : the story and science
of the reading brain / Maryanne Wolf ;
illustrations by Catherine Stoodley. --
HarperCollins, c2007. -- xi, 308 p. : ill. ; 24 cm.

「プルーストとイカ」の原著。 KE17/436 本館2F学閲 TT21832745 BA84046176
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87 資料番号00110134850
同じ時のなかで / スーザン・ソンタグ著 ; 木幡
和枝訳. -- NTT出版, 2009.9. -- 341p ; 20cm.

みずから採録作品（芸術論や講演録）を選び構成した最後の本です。
「他者の拷問への眼差し」では、アブグレイブ刑務所の収容者の写真
への批判に対する反動の状況について、「・・・現在の支配構造がシス
テマティックにこの事態を生み出したものであれば写真の中に写って
いるは今の「私たち」の姿に他ならない。」

KS171/0110 本館2F学閲 TT21738282 BA91606474

88 資料番号00110131293

At the same time : essays and speeches /
Susan Sontag ; edited by Paolo Dilonardo and
Anne Jump ; foreword by David Rieff. --
Farrar Straus Giroux, 2007. -- xvii, 235 p. ; 22
cm.

「同じ時のなかで」の原著。 KS171-28/5 本館2F学閲 TT21832734 BA81938886

89
まんが医学の歴史 = A Manga history of
medicine / 茨木保著--医学書院, 2008.3

医学ばかりでなく人類の歴史に興味ある人も。”まんが”ですが、しっ
かりとした骨格があり、十分に参考になります。

SC25/032 本館2F学閲コミック TT21651151 BA8509382X

90
生命観の歴史（上・下）, C.U.M.スミス, 八杉龍
一 訳, 岩波書店, 1981.

生命、人間を人類は生物学的にどう考えてきたかを教えてくれます。
『古代からデカルトへ』、『現代への展開』の2巻です。

91 資料番号00110134461
近代医学のあけぼの : 外科医の世紀 / トール
ヴァルド著 ; 小川道雄訳. -- へるす出版,
2007.4. -- xiii, 527p ; 21cm.

外科を志す人ならぜひ読んでください。医学の進歩を実感したい人
も。技術による進歩は新しくて便利な技術に追い越される運命にあり
ます。だからこそ、科学を志向しましょう。

SC35/021 本館2F学閲 TT21831812 BA81714743

92 資料番号00110148083
Das jahrhundert der chirurgen　 / Juergen
Thorwald. -- 1972.

「近代医学のあけぼの」の原著 本館2F学閲

93

エピソード科学史 / A.サトクリッフ, A.P.D.サトク
リッフ著 ; 市場泰男訳
(現代教養文庫 ; 736-739) --社会思想社,
1971-

化学編、生物・医学編、物理学編、農業・技術編の４部作です。科学
の歴史的な発見や発明につながるの興味深い出来事が述べられてい
て、本当に参考になります。歴史を無視すると、その以前の野蛮に戻
ります。

94 資料番号00110146705
Stories from science． / Sutcliffe. --
Cambridge University Press, 1962.

「エピソード科学史」の原著。 本館2F学閲

95
薬の散歩道 : 薬理学入門 / 仁木一郎著　--メ
ディカル・サイエンス・インターナショナル,
2010.5

「知識ではなく考える力を」と訴える薬理学入門書です。インスリンの
発見者バンティングは，「医学雑誌や教科書の価値はそれに含まれて
いる情報だけによるのではなく，それが鼓舞するアイデアによる。知識
それ自体には価値がない」と。

SD71/0126 本館2F学閲 TT21793304 BB02530899

96 資料番号00110134528
孫子 / 海音寺潮五郎 [著] ; 上 : 新装版, 下 :
新装版. -- 講談社, 2008.7. -- 2冊 ; 15cm. --
(講談社文庫 ; [か-1-19], [か-1-20]).

兵法とは人間を対象とした術だ。知・情・意をそなえた人間を相手にし
たものだ。人間というものをよく知らない以上、出来ることではないの
である。敵味方の心理を自らのたなごころの上にのせているがごとくよ
く知り、その変化を察し、その機変を利用して、欲するところに引きずり
こんで勝ちを制するのが兵法だ。「勝つ可からざるは己に在るも、勝つ
可きは敵に在り」。また、秀才と天才の悲喜劇に関連しては、映画『ア
マデウス』もどうぞ。

KH237/035 本館2F学閲 TT21832287 BA86557471
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97
史記 / 司馬遷[著] ; 小竹文夫, 小竹武夫訳(筑
摩世界文學大系 ; 6,7)--筑摩書房, 1971.7

廉頗・藺相如列伝をどうぞ。「完璧」、「怒髪冠を衝く」、「黽池の会」、
「肉担貟荊」、「刎頸の交わり」などの語源となる物語が味わえます。

KE211/01 本館2F学閲 TT20135030 BN01919882

98
史記 / 司馬遷著 ; 野口定男 [ほか] 訳
(中国古典文学大系 ; 第10巻-第12巻)

劉邦（沛公）は咸陽一番乗りの手柄をあげたが、野心を項羽の知恵者
范増に見破られ、「鴻門の会」で暗殺されそうになる。項羽の優柔不断
と沛公の側近の機転で難を逃れる。「ああ、豎子与に謀るに足らず。
項王の天下を奪う者は、必ず沛公ならん。 吾が属今に之が虜と為ら
ん。」と嘆く范増。司馬遼太郎の『項羽と劉邦』もおすすめ。

IVB4/チ100 本館書庫旧片平

99 資料番号00080136871
十八史略 / 竹内弘行[著]
(講談社学術文庫 ; [1899])

曾先之によってまとめられた初学者向けの歴史読本。名言、名場面を
多数取り入れられていて、神話時代から南宋―13世紀までの大きな
流れが把握できます。　漢文の誇り高いリズムを楽しんで下さい。教訓
を得たり、英雄たちの悲喜劇に胸おどらせたり、共感したりして下さ
い。

US1/0229/1899 本館2F学閲新書講談社学術

100
小説十八史略 / 陳舜臣著
(講談社文庫)

十八史略は宋末あるいは元の初めに、中国の歴史を、子供にもわか
るように、やさしくまとめて書かれたものです。この本は、それを読みや
すく、そして全体像を把握できるように小説化したものです。著者はそ
の後の時代も書いてますが、『実録アヘン戦争』 (中公文庫)、『阿片戦
争』（上／中／下）（講談社文庫）がおすすめ。

101 資料番号00040175544
中国の大盗賊 / 高島俊男著
(講談社現代新書 ; 1746)

漢も、明も、太平天国も、そして中共も、盗賊集団が国を作った。中国
の「盗賊」はかならず集団である。これが力をたのんで村や町を襲い、
食糧や金や女を奪う。閉じた中国大陸の人口圧力ののものすごさと、
戦乱による人口リセットを実感して下さい。

US1/0199/1746 本館2F学閲新書講談社現代

102 資料番号00110268526
中国化する日本 : 日中「文明の衝突」一千年
史 / 與那覇潤著

世界史において近代化とは宋の中国に始まった。これにもっとも遠い
道を歩んで来たのが我が国に他ならない。日本は宋と疎遠になること
で貴族や武家が特権を得、中央集権が崩れて室町・戦国時代となり、
最終的に江戸＝鎖国化で安定した。その後、明治維新を迎えるが、気
がつくといつも、政治、経済はおろか科学さえ「江戸」的なイエ（家族）、
ムラ（会社）に引き戻されてきた。

GB73/098 本館2F学閲

103
はじめにイメージありき / 木村重信著--思文
閣出版, 2000.4

― 原始美術の諸相 ―。洞窟壁画、岩面画、建造物、石器等の素朴で
力動的な原始美術の諸相について書かれてます。これらの原始美術
を創り出した人々の生活と心性を考察し、人間が自己と外的世界との
関連づけを最初に得るのは“イメージ”によることを明らかにしてくれま
す。

K21/0100 本館2F学閲 TT21297025 BA46896176

104
銃・病原菌・鉄 : 一万三〇〇〇年にわたる人
類史の謎 / ジャレド・ダイアモンド著 ; 倉骨彰
訳　--草思社,  2000.10

１万３０００年の文明と文化の歴史を扱っていて、「世界の富や権力は
なぜ現在のようなかたちで分配されのたのか」を問う。世界の力が、１
５００年代に”転換”されてしまったことを思い知る。そこには三つの「文
明の利器」が関与した。ひとつは鉄製の武器、ひとつは火薬と銃、そし
てもうひとつは病原菌だった。著者はE.O.ウィルソンの弟子でもありま
す。

G14/086 本館2F学閲 TT21185326 BA48534121
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105 資料番号00110169957
Guns, Germs, and Steel : The Fates of Human
Societies / Diamond, Jared . -- W W Norton ,
1999/04.

「銃・病原菌・鉄」の原著 本館2F学閲

106
プルターク英雄傳 / プルターク [著] ; 鶴見祐
輔譯 --改造社, 1934

戦前の大部な書です。でも、せめてアレキサンダーvsシーザーの載っ
ている第5巻を手にしてみてほしいです。ルビがふってあるので必ず読
めます。

283/5 本館書庫旧教養 TT21534342 BN11988677

107
ローマ人の物語 / 塩野七生著--新潮社,
1992-

ハンニバルがなぜ破れ、カエサルは勝ち残りながら暗殺される。そし
て、古代ローマの人々の栄光と没落に日本と自分の命運を重ね合わ
せ、いまを生きる知恵や教訓を学べます。西洋人の考え方にも触れる
ことができます。

GA54/029 本館2F学閲

108
英国史 / アンドレ・モロワ [著] ; 水野成夫, 小
林正訳 (新潮文庫 ; 黄-9-C-D,B-1-19,B-1-
20)--新潮社, 1957.5-

イギリスを知るフランス人の眼で書かれて、英国史を把握するのにと
てもいい手掛かりを与えてくれます。

109
アメリカ史 / アンドレ・モーロア [著] ; 鈴木福
一譯(新潮文庫 ; 601-602, B-7-10,11)--新潮
社, 1953.12

米国を理解する基礎として、トクヴィルの『アメリカのデモクラシー』が
有名ですが、本書を英国史、フランス史とともに読むことで、重層的な
理解が得られます。

IIIA5/65 本館書庫BF2旧学閲 TT21478084 BN08942306

110
フランス史 〈上・下〉 （新潮文庫） / アンドレ・モ
ロワ著、平岡 昇訳--新潮社,  1994

本当に愛国心にあふれ、いつくしむように書かれています。フランスの
内側に入るためにもお勧めです。

111
東洋と西洋 : パーキンソンの歴史法則 / C.N.
パーキンソン著 ; 福島正光訳--至誠堂,
1964.6

役人の数の一見自然な増加を分析した「パーキンソンの法則」で有名
な著者ですが、世界史の見方を教えてくれました。すでに「日本の高
齢化」の兆候を見ていました。慧眼。

112 資料番号00110139794
East and west / Parkinson, C. Northcote. --
Prager Pub Text, 1981.

「東洋と西洋」の原著。 本館2F学閲

113
市場の倫理統治の倫理 / ジェイン・ジェイコブ
ズ著 ; 香西泰訳--日本経済新聞社, 1998.7

混ぜるな危険、市場と統治のそれぞれの倫理。プラトンの『国家』にす
でにあらられていることです。前者は製造業者、銀行家、商人、その他
商業従事者に適した倫理で、後者は軍人、警察官、議員、その他公的
信任を受けている人たちに適した倫理です。二つの倫理を混同する、
弊害、腐敗、危険が述べられています。具体的は読んでのお楽しみ。
第三の道（倫理）はないのでしょうか？考えてください。また、対話形式
に親しみディベートの力を磨いてはいかがですか。

DA3/039 本館書庫 TT21089251 BA37007893

114
Systems of survival : a dialogue on the moral
foundations of commerce and politics / Jane
Jacobs --Random House, c1992

「市場の倫理統治の倫理」の原著

115
火怨 : 北の耀星アテルイ / 高橋克彦著 --講
談社, 1999.10

古代岩手の人々や英雄を蝦夷、逆賊と書く征服者（為政者）側から見
た歴史書の嘘と非情さ。征服者が正義であるはずがないという当然の
事実を見事に昇華した作品です。続いて、『炎立つ』、『天を衝く―秀吉
に喧嘩を売った男・九戸政実』もどうぞ。

KH582/013 本館2F学閲 TT21819112 BA44624652
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116 資料番号00110148273
炎立つ / 高橋克彦著 ; 1.北の埋み火 - 5.光彩
楽土. -- 講談社, 1995. -- 5冊 ; 15cm. -- (講
談社文庫).

朝廷、勝者、歴史の支配者側から見た蝦夷に対して、蝦夷から見た支
配者という構図で、前九年後三年の役を描く。将は己を捨て部下や民
の為に生きる。民は将を慕い、部下は自分を想ってくれる将の為に命
を投げ出す。人間は自分の存在を周りから認められた時にこそ生きて
いる充実感を味わえるのでは。

KH583/066 本館2F学閲 TT21835137 BA66077757

117 資料番号00110148281
炎立つ / 高橋克彦著 ; 1.北の埋み火 - 5.光彩
楽土. -- 講談社, 1995. -- 5冊 ; 15cm. -- (講
談社文庫).

推薦 KH583/066 本館2F学閲 TT21835137 BA66077757

118 資料番号00110148290
炎立つ / 高橋克彦著 ; 1.北の埋み火 - 5.光彩
楽土. -- 講談社, 1995. -- 5冊 ; 15cm. -- (講
談社文庫).

推薦 KH583/066 本館2F学閲 TT21835137 BA66077757

119 資料番号00110148305
炎立つ / 高橋克彦著 ; 1.北の埋み火 - 5.光彩
楽土. -- 講談社, 1995. -- 5冊 ; 15cm. -- (講
談社文庫).

推薦 KH583/066 本館2F学閲 TT21835137 BA66077757

120 資料番号00110148313
炎立つ / 高橋克彦著 ; 1.北の埋み火 - 5.光彩
楽土. -- 講談社, 1995. -- 5冊 ; 15cm. -- (講
談社文庫).

推薦 KH583/066 本館2F学閲 TT21835137 BA66077757

121 資料番号00110134544
樅ノ木は残った / 山本周五郎著 ; 上, 中, 下. -
- 新潮社, 2003.2. -- 3冊 ; 16cm. -- (新潮文
庫 ; や-2-63-65).

江戸幕府の仙台藩取り潰しから仙台藩を守るために、敵からも味方か
らも逆臣とみられる原田甲斐の非情な生き方と策謀、そしてその最
後。「私はこの木が好きだ。この木は何も語らない。だから私はこの木
が好きだ。」と。

KH713/01 本館2F学閲新書新潮新書 TT21831981 BA61145237

122 資料番号00110134552
樅ノ木は残った / 山本周五郎著 ; 上, 中, 下. -
- 新潮社, 2003.2. -- 3冊 ; 16cm. -- (新潮文
庫 ; や-2-63-65).

推薦 KH713/01 本館2F学閲新書新潮新書 TT21831981 BA61145237

123 資料番号00110134561
樅ノ木は残った / 山本周五郎著 ; 上, 中, 下. -
- 新潮社, 2003.2. -- 3冊 ; 16cm. -- (新潮文
庫 ; や-2-63-65).

推薦 KH713/01 本館2F学閲新書新潮新書 TT21831981 BA61145237

124 資料番号00110134445
魔界転生 / 山田 風太郎. -- 講談社, 1999. --
(山田風太郎忍法帖〈６〉).

数多くの忍法帖などれも不思議で面白いのですが、傑作はこれでしょ
う。

KD451/044 本館2F学閲 TT21040468 BN08306473

125 資料番号00110134453
戦中派不戦日記 / 山田風太郎 [著]. -- 新装
版. -- 講談社, 2002.12. -- 697p ; 15cm. --
(講談社文庫).

「敵が日本に対し苛烈な政策をとることをむしろ歓迎する。敵が寛大に
日本を遇し、平和的に腐敗させかかってくる政策を何よりも怖れる。」
と、そのとおりになりました。

KH694/027 本館2F学閲 TT21832327 BA61446299

126
幻燈辻馬車  / 山田風太郎著
(山田風太郎明治小説全集 / 山田風太郎著 ;
2)

戊辰戦争で妻を殺され、西南の役で息子を亡くした元会津藩士は、残
された幼い孫娘を連れて辻馬車を営んでいる。危機に際して「てて！」
と幼い子が叫ぶと、血みどろの軍服姿の男が辻馬車から下りてくる奇
想天外。「人の世に情けはあるが、運命に容赦はない。」
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127 妖説太閤記(上)(下) (講談社文庫)

虚構の限界に挑むブラック太閤記です。信長の妹・お市の方の美貌に
魂を奪われた秀吉が天下獲りを目指し、巧みな弁舌と権謀術数（「て
きとてきとをともぐいさせる」）を駆使、本能寺の変まで仕掛ける。秀吉
の恐るべき正体に迫る異色の大作。秀吉妖話帖 / 山田風太郎著(集
英社文庫)もどうぞ。

128 資料番号00110134694
背教者ユリアヌス / 辻邦生著 ; 上巻, 中巻, 下
巻. -- 中央公論社, 1974.12-1975.2. -- 3冊 ;
16cm. -- (中公文庫).

古代ギリシャ哲学や古代ローマ・ギリシャの信仰への礼賛が背教的な
のか？　洗礼を受けながらも後に棄教し、二つの価値観に引き裂かれ
る主人公。国教化されたために特権を得て世俗化していたキリスト教
会に対抗して、また改革に対し陰湿に抵抗する宮廷と官僚組織に阻
害されながらも、周囲の人々の危惧をそのままに、駆け抜けていった
青年皇帝。

KH639/016 本館2F学閲 TT21832321 BN07500302

129 資料番号00110134700
背教者ユリアヌス / 辻邦生著 ; 上巻, 中巻, 下
巻. -- 中央公論社, 1974.12-1975.2. -- 3冊 ;
16cm. -- (中公文庫).

推薦 KH639/016 本館2F学閲 TT21832321 BN07500302

130 資料番号00110134718
背教者ユリアヌス / 辻邦生著 ; 上巻, 中巻, 下
巻. -- 中央公論社, 1974.12-1975.2. -- 3冊 ;
16cm. -- (中公文庫).

推薦 KH639/016 本館2F学閲 TT21832321 BN07500302

131 資料番号00110134726
春の戴冠 / 辻邦生著 ; 1 - 4. -- 中央公論新
社, 2008.4-. -- 冊 ; 16cm. -- (中公文庫 ; [つ-
3-20], [つ-3-21], [つ-3-22], [つ-3-23]).

ボッティチェルリを中心に彼を取り巻く歴史的にも豪華な人物像を浮か
び上がらせながら、花のフィレンツェの喜びと苦悩そして没落を描く。
特にサヴォナローラ（本書ではジロラモ）は、華やかな文化とメディチ
家に断罪の目を向け、市中の多くの美術品や貴重な本を虚飾と決め
つけます。そして、子供を手先に使って、かき集めて広場に積み上げ、
虚飾の焼却を行う場面は、まさしく中共の文化大革命を思い出させま
した。

KH639/017 本館2F学閲 TT21832322 BA85766840

132 資料番号00110134734
春の戴冠 / 辻邦生著 ; 1 - 4. -- 中央公論新
社, 2008.4-. -- 冊 ; 16cm. -- (中公文庫 ; [つ-
3-20], [つ-3-21], [つ-3-22], [つ-3-23]).

推薦 KH639/017 本館2F学閲 TT21832322 BA85766840

133 資料番号00110134742
春の戴冠 / 辻邦生著 ; 1 - 4. -- 中央公論新
社, 2008.4-. -- 冊 ; 16cm. -- (中公文庫 ; [つ-
3-20], [つ-3-21], [つ-3-22], [つ-3-23]).

推薦 KH639/017 本館2F学閲 TT21832322 BA85766840

134 資料番号00110134751
春の戴冠 / 辻邦生著 ; 1 - 4. -- 中央公論新
社, 2008.4-. -- 冊 ; 16cm. -- (中公文庫 ; [つ-
3-20], [つ-3-21], [つ-3-22], [つ-3-23]).

推薦 KH639/017 本館2F学閲 TT21832322 BA85766840

135 資料番号00110134579

三国志 / 吉川英治 [著] ; 1 : 新装版 - 5 : 新
装版. -- 講談社, 2008.10. -- 冊 : 地図 ;
15cm. -- (講談社文庫 ; [よ-1-23], [よ-1-24],
[よ-1-25], [よ-1-26], [よ-1-27]).

大作です。とにかく読み始めてください。詩があります。熱があります。
そして、「布衣の一青年孔明の初めの出現は、正に、代表的な東洋的
英傑の曹操の好敵手として起った新人のすがたであった。」を味わっ
てください。

KH742/04 本館2F学閲 TT21832290 BA8764064X
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136 資料番号00110134587

三国志 / 吉川英治 [著] ; 1 : 新装版 - 5 : 新
装版. -- 講談社, 2008.10. -- 冊 : 地図 ;
15cm. -- (講談社文庫 ; [よ-1-23], [よ-1-24],
[よ-1-25], [よ-1-26], [よ-1-27]).

推薦 KH742/04 本館2F学閲 TT21832290 BA8764064X

137 資料番号00110134595

三国志 / 吉川英治 [著] ; 1 : 新装版 - 5 : 新
装版. -- 講談社, 2008.10. -- 冊 : 地図 ;
15cm. -- (講談社文庫 ; [よ-1-23], [よ-1-24],
[よ-1-25], [よ-1-26], [よ-1-27]).

推薦 KH742/04 本館2F学閲 TT21832290 BA8764064X

138 資料番号00110134601

三国志 / 吉川英治 [著] ; 1 : 新装版 - 5 : 新
装版. -- 講談社, 2008.10. -- 冊 : 地図 ;
15cm. -- (講談社文庫 ; [よ-1-23], [よ-1-24],
[よ-1-25], [よ-1-26], [よ-1-27]).

推薦 KH742/04 本館2F学閲 TT21832290 BA8764064X

139 資料番号00110134619

三国志 / 吉川英治 [著] ; 1 : 新装版 - 5 : 新
装版. -- 講談社, 2008.10. -- 冊 : 地図 ;
15cm. -- (講談社文庫 ; [よ-1-23], [よ-1-24],
[よ-1-25], [よ-1-26], [よ-1-27]).

推薦 KH742/04 本館2F学閲 TT21832290 BA8764064X

140 資料番号00110134627
新・水滸伝 / 吉川英治著 ; 1 - 4. -- 講談社,
1989.6-7. -- 4冊 ; 15cm. -- (吉川英治歴史時
代文庫 / 吉川英治著 ; 71-74).

第四巻で、百八星集結までの絶筆となってしまった水滸伝ですが、自
分の若い時に読んだもので、推薦します。

KH742/03 本館2F学閲 TT21832236 BN06612275

141 資料番号00110134635
新・水滸伝 / 吉川英治著 ; 1 - 4. -- 講談社,
1989.6-7. -- 4冊 ; 15cm. -- (吉川英治歴史時
代文庫 / 吉川英治著 ; 71-74).

推薦 KH742/03 本館2F学閲 TT21832236 BN06612275

142 資料番号00110134643
新・水滸伝 / 吉川英治著 ; 1 - 4. -- 講談社,
1989.6-7. -- 4冊 ; 15cm. -- (吉川英治歴史時
代文庫 / 吉川英治著 ; 71-74).

推薦 KH742/03 本館2F学閲 TT21832236 BN06612275

143 資料番号00110134651
新・水滸伝 / 吉川英治著 ; 1 - 4. -- 講談社,
1989.6-7. -- 4冊 ; 15cm. -- (吉川英治歴史時
代文庫 / 吉川英治著 ; 71-74).

推薦 KH742/03 本館2F学閲 TT21832236 BN06612275

144 旧新約聖書―文語訳
明日のことを思ひ煩ふな。明日は明日みづから思ひ煩はん。一日の
苦労は一日にて足れり（マタイによる福音書6章34節）。格調高い詩的
文章で、キリスト者でない人にも推薦できます。
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