
「今だから読んでもらいたい本」の選書リスト

番号 氏名 書　名 著者名等 出版社

銃・病原菌・鉄 上・下 ジャレット・ダイアモンド 草思社

サピエンス全史　上・下 ユヴァル・ノア・ハラリ  河出書房新社

ホモデウス　上・下 ユヴァル・ノア・ハラリ  河出書房新社

項羽と劉邦 司馬遼太郎 新潮社

ホモ・ルーデンス ヨハン・ホイジンガー 中央公論新社

氷川清話 勝 海舟 (著),    江藤 淳・ 松浦 玲 (編) 講談社

武士道 新渡戸稲造 (著), 樋口謙一郎・国分舞 (翻訳)  IBCパブリッシング

これからの「正義」の話をしようーいまを生き延

びるための哲学 Michael J. Sandel (原著), 鬼澤忍 (翻訳) 早川書房

誤った裁判―八つの刑事事件― 上田誠吉 、後藤昌次郎 岩波書店

もうひとつの青春―同性愛者たち 井田真木子 文藝春秋

半七捕物帳 岡本綺堂 光文社

大学生のストレスマネジメント―自助の力と援

助の力
齋藤憲司、石垣琢麿、高野明 有斐閣

サピエンス全史　上・下 ユヴァル・ノア・ハラリ 河出書房新社

星を継ぐもの ジェイムズ・Ｐ・ホーガン 東京創元社

細雪 谷崎潤一郎 中央公論新社

鳥類学者のファンタジア 奥泉光 集英社

ロミオとジューリエット W. シェイクスピア  岩波書店

知の考古学 ミシェル・フーコー 河出書房新社

批評と臨床 ジル・ドゥルーズ 河出書房新社

アンティゴネー ソポクレース 岩波書店

演劇とその分身 Antonin Artaud 河出書房新社

萩原朔太郎詩集 萩原朔太郎 岩波書店

ペスト大流行: ヨーロッパ中世の崩壊 村上陽一郎 岩波書店

暴走する世界―――グローバリゼーションは何

をどう変えるのか
アンソニー・ ギデンズ ダイヤモンド社

無のグローバル化 ジョージ・リッツア 明石書店

犯罪統制と空間の社会学:ゼロ年代日本に

おける犯罪・都市政策
山本奈生 ミネルヴァ書房

「幸せ」の決まり方　～主観的厚生の経済学 小塩隆士 日本経済新聞出版

完訳　7つの習慣　～人格主義の回復 スティーブン・R.コヴィー キングベアー出版

1

2
副学長

　　藤原 尚

学  長

　 細井 美彦

7
経済学部長

　　仲林 真子

5
中央図書館長

　　八角 聡仁

3
副学長

　　土屋 孝次

4
副学長

　　髙宮 いづみ

6
法学部長

　　神田 宏

 ※学部・役職は2020年5月当時のものです。



大人になる前に身につけてほしいこと 坂東眞理子 PHP研究所

ムーミン谷の仲間たち トーベ・ヤンソン 講談社

オー・ヘンリー傑作選 オー・ヘンリー 岩波書店

塩狩峠 三浦綾子 新潮社

水のかたち　上・下 宮本輝 集英社

奇跡のリンゴ 石川拓治 幻冬舎

大河の一滴 五木寛之 幻冬舎

本を読む人だけが手にするもの 藤原和博 日本実業出版社

新世界 西野亮廣 KADOKAWA

人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」

で決まっている
ふろむだ ダイヤモンド社

ストレスを操るメンタル強化術 メンタリスト DaiGo KADOKAWA

頭に来てもアホとは戦うな! 人間関係を思い

通りにし、最高のパフォーマンスを実現する方

法

田村耕太郎 朝日新聞出版

幻獣辞典 ホルヘ・ルイス ボルヘス 河出書房新社

果てしなき流れの果に 小松左京 KADOKAWA

百億の昼と千億の夜 光瀬龍 早川書房

クォンタムデビルサーガ　アバタールチューナーⅠ

～Ⅴ
五代ゆう  早川書房

天体嗜好症　一千一秒物語 ２１世紀タル

ホスコープ
稲垣足穂 河出書房新社

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 、オーラ・ロスリング 、アンナ・ロスリング・ロンランド 日経BP

アメリカの大学生が学んでいる 伝え方 の教科

書
スティーブンE・ルーカス  SBクリエイティブ

ＡＩに負けない子どもを育てる 新井紀子 東洋経済新報社

四百字のデッサン 野見山暁治
株式会社ブックプラン

ト

アート思考－ビジネスと芸術で人々の幸福を

高める方法
秋元雄史 プレジデント社

ピューッと吹くジャガー　全２０巻 うすた京介 集英社

2030年の世界地図帳 落合陽一  SBクリエイティブ

語彙力こそが教養である 齋藤孝 KADOKAWA

近大マグロの奇跡 林宏樹 新潮社

知覧からの手紙 水口文乃 新潮社

竜馬がゆく　全８巻 司馬遼太郎 文藝春秋

ＪＩＮ－仁－　全１３冊 村上もとか 集英社

7
経済学部長

　　仲林 真子

8
経営学部長

　　羽藤 憲一

12
文芸学部長

　　本村 元造

13
総合社会学部長

　　横山 隆晴

9
理工学部長

　　山口 仁宏

10
建築学部長

　　岩前 篤

11
薬学部長

　　岩城 正宏



The Plague Albert Camus (著), Professor Tony Judt (序論) Penguin Classics

The Art of Happiness Dalai Lama Riverhead Books

Sophie's World Jostein Gaarder 
Farrar Straus &

Giroux

本は死なない Amazonキンドル開発者が語

る「読書の未来」
ジェイソン・マーコスキー 講談社

華氏451度 (ハヤカワ文庫SF) Kindle版 レイ・ ブラッドベリ 早川書房

支配の構造　国家とメディア――世論はいか

に操られるか (SB新書) Kindle版
堤未果 、 中島岳志、他 SBクリエイティブ

サリンとおはぎ ~扉は開くまで叩き続けろ さかはらあつし 講談社

生命創造 起源と未来 アダム・ラザフォード
ディスカヴァー・トゥエン

ティワン

自註鹿鳴集 会津八一 岩波書店

ホモ・デウス　上・下 ユヴァル・ノア・ハラリ 河出書房新社

羅生門 芥川龍之介 岩波書店

偸盗 芥川龍之介 岩波書店

アダム・スミス 堂目卓生 中央公論新社

コロナの時代の僕ら パオロ・ジョルダーノ 早川書房

昨日の世界[１][２] シュテファン・ ツヴァイク  みすず書房

小さなものの諸形態 市村弘正 平凡社

ワイルド・スワン　上・下 ユン・チアン 講談社

遠い場所の記憶 エドワード・W. サイード みすず書房

マイ国家 星新一 新潮社

ヤバい経済学〔増補改訂版〕 スティーヴン・D・レヴィット、スティーヴン・J・ダブナー 東洋経済新報社

超ヤバい経済学 スティーヴン・Ｄ・レヴィット 、 スティーヴン・Ｊ・ダブナー 東洋経済新報社

はじめての統計学 鳥居 泰彦 日本経済新聞出版

ザ・ゴール ― 企業の究極の目的とは何か エリヤフ・ゴールドラット ダイヤモンド社

ザ・ゴール コミック版 (日本語) エリヤフ・ゴールドラット ダイヤモンド社

ザ・ゴール２― 思考プロセス エリヤフ・ゴールドラット ダイヤモンド社

ザ・ゴール ２コミック版 (日本語) エリヤフ・ゴールドラット ダイヤモンド社

大陸と海洋の起源〈上・下〉―大陸移動説 アルフレート ヴェーゲナー 岩波書店

水神（上・下） 帚木蓬生 新潮社

A Gallery of Fluid Motion M. Samimy、K. S. Breuer 、 L. G. Leal 他
Cambridge

University Press

16
法科大学院長

　　山本 雅昭

17
短期大学部長

　　内上 誠

14
国際学部長

　　Virgil Craig

15
大学院部長

　　松本 和也

18
法学研究科長

　　林真貴子

19
経済学研究科長

　　相馬 利行

20
商学研究科長

　　古殿 幸雄

21
総合理工学研究科長

　　竹原 幸生



恥辱 J.M. クッツェー 早川書房

朗読者 ベルンハルト・ シュリンク 新潮社

海と毒薬 遠藤周作 新潮社

天皇の歴史2　聖武天皇と仏都平城京 吉川真司 講談社

聖武天皇　帝王としての自覚と苦悩 寺崎保広 山川出版社

人物叢書　長屋王 寺崎 保広 吉川弘文館

桓武天皇　造都と征夷を宿命づけられた帝

王
西本昌弘 山川出版社

人物叢書　早良親王 西本昌弘 吉川弘文館

生態系を蘇らせる 鷲谷いづみ NHK出版

理科系の作文技術 木下是雄 中央公論新社

地球の魚地図 岩井保 恒星社厚生閣

養殖の餌と水ー陰の主役たち　増補改訂版 杉田治男、佐藤秀一、他 恒星社厚生閣

分解の哲学ー腐敗と発酵をめぐる思考ー 藤原辰史 青土社

CRISPR究極の遺伝子編集技術の発見 ジェニファー・ダウドナ、サミュエル・スターンバーグ 文藝春秋

精神と物質 立花隆、利根川進 文藝春秋

スタンフォードの自分を変える教室 ケリー・マクゴニガル 大和書房

沈黙の春 レイチェル・ カーソン 新潮社

銃・病原菌・鉄　上・下 ジャレド・ダイアモンド 草思社

偶然の科学 ダンカン・ ワッツ 早川書房

フェルマーの最終定理 サイモン・ シン 新潮社

日本文化の形成 宮本常一 講談社

平静の心―オスラー博士講演集 ウィリアム・オスラー 医学書院

二重螺旋　完全版 ジェームズ・D. ワトソン、アレクサンダー ガン 、他 新潮社

体の贈り物 レベッカ・ブラウン 新潮社

こんな夜更けにバナナかよ : 筋ジス・鹿野靖

明とボランティアたち
渡辺一史 文藝春秋

胡蝶の夢　（１）～（４） 司馬遼太郎 新潮社

ブッデンブローク家の人々-完全版 トーマス・マン 古典教養文庫

デミアン ヘルマン・ヘッセ 新潮社

マッハの恐怖 柳田邦男 新潮社

26
農学部図書館長

　　松野 裕

24
農学部長

　　江口 充

22
薬学研究科長

　　川畑 篤史

23
総合文化研究科長

　　鈴木拓也

25
農学研究科長

　　川﨑 努

27
医学部長

　　松村 到

28
医学研究科長

　　宮澤 正顯



論文捏造 村松秀 中央公論新社

竜馬がゆく　全8巻 司馬遼太郎 文藝春秋

「超」整理法―情報検索と発想の新システム 野口悠紀雄 中央公論新社

初・中級者のための 読み解く 疫学スタンダー

ド
車谷典男 診断と治療社

理性の限界――不可能性・不確定性・不完

全性
高橋昌一郎 講談社

科学がつきとめた「運のいい人」 中野信子 サンマーク出版

次郎物語　一 下村湖人 岩波書店

理系ジェネラリストへの手引き 岡村 定矩 (著, 編集), 三浦 孝夫 (編集),他  日本評論社

したたかな生命 北野宏明・ 竹内薫 ダイヤモンド社

生き物の描き方 盛口満 東京大学出版会

理科系の作文技術 木下是雄 中央公論新社

やる気のスイッチ! 山崎拓巳 サンクチュアリ出版

学問のすすめ 福澤諭吉 (著)、 小室正紀 (編集)、他 
慶應義塾大学出版

会

竜馬がゆく　全8巻 司馬遼太郎 文藝春秋

MADE IN JAPAN
―わが体験的国際戦略 盛田昭夫 (著)、 エドウィン・ ラインゴールド (著)他 朝日新聞社

バリアバリュー 垣内俊哉 新潮社

2030年の第４次産業革命　デジタル化する

社会とビジネスの未来予測
尾木蔵人 東洋経済新報社

「シン・ニホン」　AI×デ－タ時代における日本

の再生と人材育成
安宅和人

NewsPicksパブリッ

シング

MaaS モビリティ革命の先にある全産業のゲ

－ムチェンジ
日高 洋祐、 牧村 和彦、他 日経BP

世界最高の処世術「菜根譚」 守屋洋 SBクリエイティブ

アルジャーノンに花束を ダニエル・ キイス 早川書房

銀河英雄伝説１　黎明篇 田中芳樹 東京創元社

映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ

ストーリーブック
サンエックス(監修) 主婦と生活社

ご冗談でしょう、ファインマンさん　上・下 リチャード P. ファインマン 岩波書店

宇宙をかき乱すべきか　上・下 F・ダイソン (著), 鎮目 恭夫 (翻訳) 筑摩書房

ソロモンの指環 コンラート・ ローレンツ 早川書房

ポパーとウィトゲンシュタインとのあいだで交わさ

れた世上名高い10分間の大激論の謎
デヴィッド・ エドモンズ 筑摩書房

人類の星の時間 シュテファン・ ツヴァイク みすず書房

監獄の誕生: 監視と処罰  ミシェル・ フーコー  新潮社

29
医学部図書館長

　　伊木 雅之

30
生物理工学部長

　　梶山 慎一郎

28
医学研究科長

　　宮澤 正顯

31
生物理工学研究科長

　　秋田 求

32
生物理工学部図書館長

　　廣川 敬康

33
工学部長

　　旗手 稔

35
工学部図書館長

　　徐 丙鉄

36
産業理工学部長

　　井原 徹

システム工学研究科長

　　荻原 昭夫
34



薔薇の名前　上・下 ウンベルト・ エーコ 東京創元社

科学の方法 中谷宇吉郎 岩波書店

ローマ人の物語（１）～ 塩野七生 新潮社

坂の上の雲　全8巻 司馬遼太郎 文藝春秋

ホモデウス　上・下 ユヴァル・ノア・ハラリ 河出書房新社

FACTFULNESS(ファクトフルネス) 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、オーラ・ロスリング、他 日経BP

たまたま―日常に潜む「偶然」を科学する レナード・ムロディナウ ダイヤモンド社

夢をかなえるゾウ 水野敬也 飛鳥新社

タイタン 野崎まど 講談社

トヨタで学んだ「紙1枚！」にまとめる技術 浅田すぐる サンマーク出版

マンガでわかる! マッキンゼー式ロジカルシンキ

ング
赤羽雄二 宝島社

新装版 オイラーの贈物ー人類の至宝e^iπ=

−1を学ぶ
吉田武 東海大学出版会

学問のすゝめ 福澤諭吉 岩波書店

職業としての学問 マックス・ウェーバー 岩波書店

中原中也詩集 中原中也 岩波書店

この国のかたち（一）～（六） 司馬遼太郎 文藝春秋

聞き書　緒方貞子回顧録 野林健・納家政嗣編 岩波書店

レ・ミゼラブル（上）（下） ヴィクトル・ユゴー（永山篤一訳） KADOKAWA

基本国際法 第3版 杉原 高嶺 有斐閣

法と力 西 平等 名古屋大学出版会

大村智 2億人を病魔から守った化学者 馬場錬成 中央公論新社

人類が絶滅する6つのシナリオ フレッド・グテル 河出書房新社

狂気の科学　真面目な科学者たちの奇態な

実験
レト・U・シュナイダー 東京化学同人

20歳のときに知っておきたかったこと スタン

フォード大学集中講義  (日本語) ハードカ

バー – 2010/3/10

ティナ・シーリグ   (著),    Tina Seelig (原

著),    高遠 裕子 (翻訳)
ＣＣＣメディアハウス

いま、希望を語ろう 末期がんの若き医師が家

族と見つけた「生きる意味」 (ハヤカワ・ノンフィ

クション) 単行本

ポール カラニシ (著), 田中 文 (翻訳) 早川書房

Justice

これからの「正義」の話をしよう

いまを生き延びるための哲学

マイケル サンデル (著),    Michael J.

Sandel (原著),    鬼澤 忍 (翻訳)
早川書房

ホット・ゾーン　エボラ・ウイルス制圧に命を懸け

た人

リチャード プレストン   (著),    高見 浩 (翻

訳)
早川書房

単純な脳、複雑な「私」 池谷裕二（著） 講談社

36
産業理工学部長

　　井原 徹

法学部

　　加藤　陽

37
産業理工学研究科長

　　河濟 博文

38
産業理工学部図書館長

　　喜屋武 毅

薬学部

　　前川　智弘

42
経済学部図書委員長

　　山田　克宣

43
薬学部図書委員長

　　杉浦　麗子

44

法学部編集委員長

　　諏訪野 大
39

法学部

　　池田　晴奈
40

41



「ロウソクの科学」が教えてくれること 白川英樹（監修）、尾嶋好美（編訳） ＳＢクリエイティブ

仲野徹の生命科学者の伝記を読む 仲野徹 秀潤社

ものづくり道 西堀 栄三郎  (著) ワック

イシューからはじめよ――知的生産の「シンプ

ルな本質」
安宅和人  (著) 英治出版

世界一やさしい問題解決の授業―自分で考

え、行動する力が身につく (日本語)
渡辺 健介  (著) ダイヤモンド社

星の王子さま サン・テグジュベリ 岩波書店

戦争ごっこ
玄吉彦著

玄善允・森本由紀子訳
岩波書店

45

薬学部

　　前川　智弘

薬学部

　　森山　博由

46
国際学部図書委員長

　　李　潤玉

44


