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［表紙写真タイトル：春の特等席］ 

 
「入学したてで不安な気持ちの時、この場所を見つけて癒されまし

た。桜の絨毯と心地よい春風が安心感を与えてくれる場所です。」 
（福山大学「桜のフォトコンテスト」2021 年度さくら賞受賞作品） 

 

表紙デザイン・写真提供：河合純聖    

（人間文化学部メディア・映像学科 1 年） 

 



 
 

読書への誘い  

 

福山大学附属図書館  

館長  田中  始男  

  

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。新型コロナウ

イルスの影響で様々な変化が起きる中、入試を受け、本学に入学

されましたことを心からお慶び申し上げます。大学での授業形態

は、従来からある対面授業に加え、遠隔授業そしてハイブリッド

授業等、多様な形が試行されています。図書館は、来館利用に加

え、ネット空間を含む図書館外での利用にも注力するなど、皆さ

んの「読書」も支援しています。 

 「新入生にすすめる 50 冊の本」は本学の教職員と学生がおすす

めの本を紹介したものです。おすすめ（書評）を”人生の道しる

べ”、”学びの道しるべ”、”科学の道しるべ”、”文学の道し

るべ”、”こころの道しるべ”の 5 つに分類して、皆さんの興味

関心に合う本に出会えるよう工夫しています。多くの言葉に触れ、

多様な分野について考え、知識を身に付ける等、「読書」は、日々

の学習に加えて、大学生活を充実させるものです。読みたい本を

見つけ、それを読むために、図書館を利用してください。 

「新入生にすすめる 50 冊の本」の刊行は 2012 年度に開始され、

2022 年度で 11 回目の発行となります。過去の「新入生にすすめ

る 50 冊の本」は福山大学附属図書館ホームページで閲覧できま

す。累計で数百冊の本を新入生の皆さんにおすすめしています。

これらの書評を読むことで「自分の読書」に最適な本を見つけ、

図書館へと足を運んでみてはいかがでしょうか。 



 

 

人生の道しるべ 

 

 

「藤重佳久」という男         井汲奏太 

『やる気と能力を 120%引き出す奇跡の指導法』 藤重佳久 著  ･･･････1 

 

「活きた時間」を追求して豊かな人生につなげましょう 大高弘士 

『モモ』 ミヒャエル・エンデ 著      ･･･････2 

 

人生を美しく、賢く、健やかに生きる術を教えてくれる本  

 大田原稜太朗 

『超訳ニーチェの言葉』 フリードリヒ・ヴィルヘルム・ニーチェ 著 ･････3 

 

社会に出る前に、女子学生に読んでもらいたい１冊 折橋佳奈 

『女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと』 西原理恵子 著 

 ･･･････4 

 

カニと暮らす 亀田美幸 

『かにみそ』 倉狩聡  著     ･･･････5 

 

あなたが生まれたときは善人でしたか、悪人でしたか？ 

「人間としての本質」を問いただす一冊です    桑田成年 

『Humankind希望の歴史』 ルトガー・ブレグマン  著 ･･･････6 

 

 

 



 

 

 

～走り回る子犬から二足歩行の考える犬に～ 

スヌーピー生誕７０周年記念 佐藤理惠 

『完全版 ピーナッツ全集』 チャールズ・M・シュルツ  著  ･･･････7 

 

自分のペースでコツコツと歩いていきましょう 高橋佳美 

『自分は自分人は人』 和田秀樹 著  ･･･････8 

 

スリル満点の壮絶な試合を多くの関係者が振り返って 

空前の天王山の意義を掘り下げた本 早川達二 

『10.8』 鷲田康 著  ･･･････9 

 

世界的スポーツメーカー「NIKE」について 原田浩並 

『SHOE DOG』 フィル・ナイト 著  ･･････10 

 

変わりたくても変われない全ての人たちへ 平田雄士 

『夢をかなえるゾウ』 水野敬也 著  ･･････11 

 

 

 

学びの道しるべ 

 

 

「考える」を考える。どうせなら楽しく考えたい。  内垣戸貴之 

『プレイフル・シンキング』 上田信行  著 ･･････12 

 

 



 

 

大学で学ぶということはどういうことなのか、まず考えてみよう 

  内田博志 

『大学でいかに学ぶか』 増田四郎 著  ･･････13 

 

これからクリエイティブな人生を送るであろう 

みなさんの背中をそっと押してくれる一冊 香川直己 

『たった 1人からはじめるイノベーション入門』 竹林一 著   ･･････14 

 

大学生的な読み直しをして「地政学」を始めよう   喜多村侑佳 

『世界地図を読み直す』 北岡伸一  著  ･･････15 

 

なぜ、伝え方で結果が変わるのか？ 鴻池優佳 

『伝え方が 9割』 佐々木圭一  著        ･･････16 

 

お探しの本はもしかして？ 

あなたに知ってほしい図書館のお仕事 髙原有美 

『100万回死んだねこ』 福井県立図書館 編著  ･･････17 

 

デジタル時代の情報の「フリー」           田中始男 

『フリー』 クリス・アンダーソン  著    ‥････18 

 

見た目だけではないデザイン、いまはみんなでデザインする時代  

 中道 上 

『デザインリサーチの教科書』 木浦幹雄  著    ･･････19 

 

 



 

 

 

驚くべき事実がたくさん 藤井香苗 

『「本の読み方」で学力は決まる』 松崎泰, 榊浩平 著    ･･････20 

 

目の前の患者への妥当性を吟味することができる 前田賴伸 

『もう迷わない！抗菌薬 Navi』 坂野昌志 編著         ･･････21 

 

歴史の「書き換え」の是非をめぐって    村上 亮 

『歴史修正主義』 武井彩佳  著    ･･････22 

 

続けることは大切    吉津悠子 

『「続ける」技術』 石田淳 著    ･･････23 

 

 

 

科学の道しるべ 

 

 

アップルが世界的企業になったのは、 

ジョブズが偉大だったこととは必ずしも関係がない。 梅國 章 

『偶然の科学』 ダンカン・ワッツ 著   ･･････24 

 

世界に先駆けて資源管理型漁業に取り組んだ 

日本の水産増養殖技術の集大成 太田健吾 

『栽培漁業の変遷と技術開発』 有瀧真人, 虫明敬一  編  ･･････25 

 

 



 

 

自明と思われることを疑ってかかる大切さ 大塚 豊 

『生命の謎』 中川豪  著  ･･････26 

 

知らないを知る、学ぶ事の楽しさ 梶栗彩花 

『キャンベル生物学』 ジェーン・Ｂ・リース[ほか] 著  ･･････27 

 

あなたの 1 日の習慣の中に 

「スマホ」はどれくらい存在していますか？ 松島令磨 

『スマホ脳』 アンデシュ・ハンセン  著 ･･････28 

 

強烈な個性の生き物であふれている地球。 

何億年も前からの生命の樹でつながった私たちの仲間。こんにちは。

 山口泰典 

『ブキミ生物絶叫図鑑』 新宅広二 著      ･･････29 

 

 

 

文学の道しるべ 

 

 

桜の本当の意味   上田和明 

『桜のような僕の恋人』 宇山佳佑 著 ･･････30 

 

親愛なるあなたへ 

私は親愛なるあなたの爆弾になれるでしょうか。   篝 朋花 

『親愛なるあなたへ』 カンザキイオリ 著 ･･････31 



 

 

 

春の訪れのように静かにゆっくりと人を好きになる本 金只成世 

『天気が良ければ訪ねて行きます』 イ・ドウ 著 ･･････32 

 

ひとりぼっちの痛みでも、理解されない悲しみも、 

どこかで誰かはわかってくれる。 神原みむ 

『かがみの孤城』 辻村深月  著  ･･････33 

 

“キリン”とは  北川京弥 

『キリン』 山田悠介  著      ･･････34 

 

溢れる色の世界 小池愛華 

『カラフル』 森絵都  著 ･･････35 

 

大ヒットゲーム「ウィッチャー3」の原作    齋藤裕太郎 

『ウィッチャー1』 アンドレイ・サプコフスキ  著 ･･････36 

 

奇想天外！摩訶不思議！この恋の行方は？ 

愛しの貴方は今どこに    重田渚月 

『夜は短し歩けよ乙女』 森見登美彦  著 ･･････37 

 

マスクが当たり前の今。 

では、それが無くなった時、貴方は何を思うのか。 鈴木あまね 

『マスク』 菊池寛  著 ･･････38 

 

「子どもの底力」            勢登涼太 

『十五少年漂流記』 ジュール・ヴェルヌ  著 ･･････39 



 

 

三秋縋の世界観 富田天斗 

『スターティング・オーヴァー』 三秋縋 著      ･･････40 

 

自分の考え方はどこから来ているのか？ 

きっかけを見直すきっかけを。 冨永 耀 

『あの日ののぞみ 246号』 中村文昭  著 ･･････41 

 

じんわり感動、読むと誰かとご飯が食べたくなる 1 冊    峯松春菜 

『あつあつを召し上がれ』 小川糸 著 ･･････42 

 

何かを得るには何かを失う    山下 陽 

『世界から猫が消えたなら』 川村元気  著 ･･････43 

 

 

 

こころの道しるべ 

 

 

心の傷を癒すために必要なこととは何か、 

この本を読んで一緒に考えてみませんか。 赤澤淳子 

『心の傷を癒すということ』 安克昌 著 ･･････44 

 

心を整える。安定した心を持つ事で、安定した力を発揮できる。     

       石田龍樹 

『心を整える。』 長谷部誠 著 ･･････45 

 



 

 

 

さみしさの哲学(概論) 宇田与晃 

『寂しさの力』 中森明夫 著      ･･････46 

 

ふいに訪れる人生を見つめてみる瞬間。 

若者たちはカッコよくなくても明日を生きていく。 

だけど、その姿って美しいのかもしれない。 沖村大輝 

『サムのこと 猿に会う』 西加奈子 著  ･･････47 

 

目線をかえると見えてくる世界を感じよう。 片桐重和 

『たちどまって考える』 ヤマザキマリ 著  ･･････48 

 

つながり 塩出陵介 

『長いお別れ』 中島京子 著 ･･････49 

 

アイの形 矢野僚士 

『i （アイ）』 西加奈子 著 ･･････50 

（備考：所属は令和 3年 12月現在です。） 
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「藤重佳久」という男  

『やる気と能力を 120%引き出す奇跡の指導法』 

藤重佳久  著（ポプラ社） 

井汲 奏太（人間文化学科 1 年） 

この冊子を読んでいるあなた。音楽は好きですか。

音楽に携わる全ての人、音楽を超え多くの教育者、そ

して何よりも子どもたちに読んで頂きたい一冊です。 

彼、「藤重佳久」は「吹奏楽のカリスマ」と言われ

ている。「音楽界のカリスマ」と言っても過言ではな

い。彼の言葉一つ一つがあなたの心に響くことでしょ

う。 

そんな彼は、「良い音楽をするには人間性が必要で

ある」と語る。演奏技術や知識があり、演奏する時に

活かせれば、当然ながら良い音楽は出来る。しかし、

より厚みがあり感情もある音楽を奏でたいのなら、

「人間性」を磨くことで進化した音楽へと近づくので

す。また、音楽は「表現」というものが求められるが、

「表現力」は「意思表示」言わば「挨拶や返事」と言

ったことから磨かれていくと言う。 

この他にも彼の名言はたくさんある。でも、それは

この本を読む時の「お楽しみ」としておこう。そして、

「藤重佳久」を語りあえる人が現れるのを私は願う。 



- 2 -

「活きた時間」を追求して豊かな人生につなげましょう  

『モモ』 

ミヒャエル・エンデ  著, 大島かおり  訳（岩波書店）

大高 弘士（職員） 

モモという女の子が「時間どろぼう」に盗

まれた人々の時間を取り戻していくストーリ

ーです。  

日常の時間に追われて本来の自分の生き方

を忘れてしまった人々に「時間」の真の意味

を気づかせてくれます。  

「時間の大切さ」だけではなく、体験や直

観に支えられた「受動から能動への転換」の

重要性について考えさせられます。  

「活きた時間」をどのように使うか、それ

は皆さん自身で決めるものです。  
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人生を美しく、賢く、健やかに生きる術を教えてくれる本  

『超訳ニーチェの言葉』 

フリードリヒ・ヴィルヘルム・ニーチェ  著, 白取春彦  編訳

（ディスカバー・トゥエンティワン） 

大田原 稜太朗（人間文化学科 1 年） 

『超訳ニーチェの言葉』という本は、一言で言

えば、ニーチェの名文句集です。 

彼の名文句の特徴は、主に短い警句と断章によ

り発揮されており、多くの人の耳と心に残るもの

であるという所です。 

また、彼の哲学は、カントやヘーゲルのように

壮大な体系を目指してまとめあげられたものでは

なく、情熱的な文章で綴られた断片や断章が多い

ため、理解することは決して難しくありません。 

この本の中では、彼の数多くの名文句の中でも、

現代人のためになるものを選別して編纂している

ため、少し読んでみれば、瞬く間に興奮を覚える

でしょう。しかしそれは、ニーチェの文章が読者

を興奮させるのではなく、自分の頭で考えるとい

う生々しさに読者が刺激とインスパイアを受ける

からです。そこにニーチェ最大の魅力があると言

えるでしょう。 
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社会に出る前に、女子学生に読んでもらいたい１冊  

『女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと』 

西原理恵子  著（KADOKAWA） 

折橋 佳奈（職員） 

これから、自立して歩んでいく女子学生へ、

社会へ出る前に１度、読んでもらいたい本です。 

元々は、反抗期の娘さんに宛てて書かれた手紙

です。  

母親が経験したからこそ、娘には回避しても

らいたいという強い願いが込められています。  

「お寿司やダイヤは自分で買いましょう」や

「王子様は待たないで」など、何のこと？と思

うかも知れませんが女の子が生きていくための

ヒントが沢山、出てきます。

女性として自立することの大切さや、傷付か

ず強く生きていくための言葉が沢山詰まってい

ます。  

福山大学の女子学生に「自分を大切に。そし

て幸せになって欲しい。」からこそお勧めしま

す。  

漫画家さんの本なのでサクサクと読める所も

お勧めです。  
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カニと暮らす

『かにみそ』 

倉狩  聡  著（角川ホラー文庫） 

亀田 美幸（人間文化学科 1 年）  

自由な生活を日々過ごしている無職 20 代の

「私」が、ある日一匹の小さな蟹と出会う。そ

の蟹は人の言葉を話し、なんでも食べる。蟹と

の奇妙ではあるがどこか楽しい毎日を過ごして

いた時、恋人から「契約社員になって、一緒に

暮らそう」と懇願されるが、安定することに怯

える主人公は、気付いたら恋人を殺していた。

「蟹…食べるかな、これ」「じゃ、遠慮なく…」

そこから始まる二人の歪な関係性。―そして、

衝撃的なラスト。  

表紙はとても可愛いのですが、内容はグロ描

写がとても多い作品です。ですが、読み終わる

頃にはどことなく切なく、“生きることとはなに

か”について考えさせられます。  

「大人になりたい。でも、面倒なことはした

くない」と思うこと、ありませんか？モラトリ

アム期間にいる大学生にぜひ読んでもらいたい

作品です。
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あなたが生まれたときは善人でしたか、悪人でしたか？

「人間としての本質」を問いただす一冊です  

『Humankind 希望の歴史』上・下巻 

ルトガー・ブレグマン  著, 野中香方子  訳（文藝春秋）

桑田 成年（職員） 

映画のタイタニックでは、船が沈没した時、乗客は我先に

と人を押しのけて避難したように制作されています。しか

し、本当は秩序正しく冷静に避難が行われていたという目撃

者がいます。また、ヒトラーの指示で空爆された街の人達は、

自分達の悲惨な状況を悲しむことはなく、気分は高揚し、お

互いを助け合う行動にでたようです。結果、その様子を見た

ヒトラーは腹を立て戦争を長引かせたという話があります。 

話は変わり、おじいさんと孫との会話です。おじいさんは

「私の心の中には二匹のオオカミが常に住んでいるんだよ。

誹謗中傷が大好きで嫌われ者の悪いオオカミと、平和を愛す

る正直な善いオオカミがいるんだ。この 2匹のオオカミは全

ての人の心に潜んでいるんだ。もし、餌をやるとするとどっ

ちのオオカミに餌をやりたい？」と孫に聞くと、孫は「どっ

ちのオオカミが勝つの？」と聞き返します。するとおじいさ

んは「おまえが餌を与えた方だよ」と答えたそうです。 

苦境に陥った時に取る人間の行動こそが、人間が未来永劫

生き残っていくための、心の奥底に潜む“性（さが）”では

ないでしょうか。人間としての“性”を善と捉えるか、悪と

捉えるのか、考えさせてくれる魔法の一冊です。
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～走り回る子犬から二足歩行の考える犬に～  

スヌーピー生誕７０周年記念

『完全版 ピーナッツ全集』全 25 巻 

チャールズ・M・シュルツ  著, 谷川俊太郎  訳（河出書房新社）

佐藤 理惠（職員） 

もしかして、あなたもファンのおひとりでしょうか。 

今は、世界に多くのファンがいる可愛らしい「スヌーピ

ー」。私の愛用文房具や生活用品にも色々な表情のスヌー

ピーがいて毎日元気づけてくれます。スヌーピーが誕生し

たのは 1950 年。アメリカの新聞連載漫画
コミック

「ピーナッツ」

の主人公の少年チャーリー・ブラウンが飼っているビーグ

ル犬として登場し、彼らの愉快な仲間達と日常生活の中で

繰り広げるユーモアと機知に富んだ台詞
セ リ フ

や個性豊かなキ

ャラクターの表情が魅力的な漫画で、2020 年まで連載さ

れました。この 70 周年という節目に全作品を収録した初

の全集です。詩人・谷川俊太郎氏の翻訳付きで、私が高校

生の時、カナダ留学から帰ってきた同級生が土産にくれた

英語版『ピーターラビットのおはなし』の本を英和辞書片

手に少しずつ読んだことを思い出し、今、可愛らしい絵と

ともに英語の生涯学習テキストとしても楽しんでいます。

キャラクターファンの方も英語を勉強したい方にもお薦

めです。その日の気分で、開いた頁を読んでみると心に響

く言葉と出会えるかもしれません。 

最後に、こんな全集欲しかった！という方に朗報です。

本学図書館でスヌーピーとその仲間達に会えますよ。 
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自分のペースでコツコツと歩いていきましょう  

『自分は自分 人は人 争わない「生き方」』 

和田秀樹  著（WIDE SHINSHO） 

高橋 佳美（職員） 

自分は自分、人は人…。頭では他人と自分は違う

と分かってはいても、ついつい人と比べて落ち込んだ

り、悩んだりストレスを感じながら日々を暮らしてい

ます。 

 今の時代、何かにつけ競争社会となってしまってい

ます。「勝ち組」とか「負け組」なんて、人生は勝ち

負けではないのですが、何時の間にか、周りの人との

競争だと感じて争っている気がします。 

この本は、争わずにのんびりとやっていきなさい。

と、いう本ではありません。競争などしなくてもマイ

ペースでコツコツと目標に向かって歩いていく。そし

ていつか「大きな勝ち」を手にする。そのための、11

の法則とそれに伴う 80 余りの技術や考え方について

提案している本です。何か一つでも実行できそうなも

のが見つかりましたら、頭の片隅に置いて、折に触れ

思い出してみてください。 

 読み易い本です。新しい生活を始めるこの時に、何

かの参考になればと思います。 
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スリル満点の壮絶な試合を多くの関係者が振り返って

空前の天王山の意義を掘り下げた本  

『10.8 巨人 vs.中日 史上最高の決戦』 

鷲田  康  著（文春文庫） 

早川 達二（国際経済学科） 

1994 年 10 月 8 日、日本のプロ野球史上初の同率首

位チームの最終戦決戦が巨人と中日の間でナゴヤ球場

にて行われました。 

5 年間の米国留学からの帰国後まもない私は自宅で

テレビ観戦しました。落合博満と立浪和義が途中で負

傷退場するなど、始終壮絶な試合で、最後は桑田真澄

が 3 イニングをゼロに抑えて、巨人が 6 対 3 で死闘を

制しました。この試合には真剣勝負の迫力、選手の気

迫から生まれる野球のスリルが満載でした。選手は皆

この試合に参加できたことの喜びを語っています。選

手はもちろん、解説者や中継放送スタッフも相当緊張

しました。長嶋監督の「国民的行事」という表現は的

確で、視聴率は約 49％を記録しました。この年ブレイ

クした若きイチローも神戸から新幹線で駆けつけてス

タンドで観戦しました。入団 2 年目だった松井秀喜は

バントを決め、ホームランも打ちました。 

10.8 は大リーグでも大活躍した松井の原点となる

最高に痺れる試合でした。 
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世界的スポーツメーカー「NIKE」について  

『SHOE DOG 靴にすべてを。』 

フィル・ナイト  著, 大田黒奉之  訳（東洋経済新報社）

原田 浩並（人間文化学科 1 年） 

世界的スポーツメーカーであるナイキについて、創

設者であるフィル・ナイト氏の挫折と苦悩、そして企

業としての成功を描いた本です。普段何気なく認知し

ている企業にも、それぞれドラマがあり、感動的で感

心するものとなっています。また、その企業の歴史を

知ることで見方にも変化が表れ、何気なく使っている

そのメーカーの物にも会社としてのルーツがあり、そ

れを知ることで面白みが増してきます。成功者の生き

ざまを知ることにより、自分自身の成長にもつながり、

私生活面や物事の捉え方にも変化が表れてくるため、

良いことにもつながる可能性があります。人間一人一

人に平等に機会は与えられるため、その与えられた機

会をどのようにして活かしていくかが重要なことで、

大きく変わってくるという事を実感することが出来ま

した。 

ビジネス本ですが、実際読んでみたら意外と読みや

すいので、是非とも手に持って読んで頂くことを強く

お勧めします。もしかしたら、この一冊があなたの価

値観や物の見方に変化をもたらすことになるかもしれ

ません。 
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変わりたくても変われない全ての人たちへ  

『夢をかなえるゾウ』 

水野敬也  著（飛鳥新社） 

平田 雄士（人間文化学科 1 年） 

変わりたくても変われない全ての人たちへ。 

皆さんは「ガネーシャ」という名前の神様を知って

いますか？ナポレオンやニュートン、最近ではビル・

ゲイツまで、歴史上のキーパーソンを成功に導いたと

いう偉大な神様です。もし、あなたが成功したいので

あれば、この本を読むことをお勧めします。このお話

は、成功したい・変わりたいという願いを抱く主人公

に、ゾウの姿をした神様・ガネーシャが、「成功したい

なら今から言うことを全部やれ」と言い、課題をだし

てくる、というものです。しかしその課題は「靴をみ

がく」や「コンビニで募金する」などの地味なものば

かり。最初は文句を言いながらも、主人公はどんどん

と課題をこなしていきます。その中でやがて、主人公

は「成長する」ことの楽しみを覚えていき、ガネーシ

ャの教えを糧に成長していきます。 

あまり言いすぎるとネタバレになってしまうので、

あらすじの説明はここまでにしておきます。続きが気

になる方は、ぜひ読んでみてください。 



- 12 -

「考える」を考える。どうせなら楽しく考えたい。  

『プレイフル・シンキング 仕事を楽しくする思考法』 

上田信行  著（宣伝会議） 

内垣戸 貴之（メディア・映像学科） 

考えるっていうのは基本的に面倒なことじゃな

いでしょうか。考えなくて済むならその方が楽で

すから。でも、考えることが楽しいことだったら

どうでしょう？ 

本書は仕事を楽しくすることを志向し、そのた

めの「思考法」を取り上げたものですが、私は大

学生にこそ読んで欲しいと感じています。それは

大学での学びとは考えることそのものと言ってよ

いからです。 

著者は「楽しく考える」ことを様々な側面から

紹介しており、考えるプロセスを分解し、自然と

アウトプットがでるといった方法に関わるものか

ら、遊びのような取り組みにも考えることの本質

が隠れているといった意義に関わることまで、思

考することがポジティブに整理されています。 

考えることは目的ではなく手段です。そして本

書は楽しくないであろうことを楽しいものにして

いくための手段です。この本とともに考えるプロ

セスを楽しみ、大学での学びもプレイフルなもの

にして欲しいなぁと思います。 
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大学で学ぶということはどういうことなのか、  

まず考えてみよう  

『大学でいかに学ぶか』 

増田四郎  著（講談社現代新書） 

内田 博志（機械システム工学科） 

これは私が学生時代に読んだ本ですので、40 年以上

も前に出版されたものです。しかもその内容は、一橋

大学長まで務めた著者の学生時代からの経験がもとに

なっているので、取り上げられている話題は、さらに

古い時代の事柄になります。しかしこの本の中には、

タイトル通りの「大学でいかに学ぶか」という、時代

に関わらず大学生として忘れてはならない基本的な精

神が述べられています。 

それは、ひとつは学びを続けてゆく上での姿勢や考

え方についてであり、もうひとつは、大学卒の人物と

して社会に対してどのように貢献し責任を果たしてゆ

くかということです。もし 4 年間の大学生活の中で、

大学に通うことの意味に疑問が生じたり、卒業後の進

路に迷いが生じたりしたら、本書の記憶が何かのヒン

トを与えてくれるかもしれません。

過去の「新入生にすすめる 50 冊の本」でも取り上げ

られた本ですが、私も新入生の皆さんに読んでいただ

きたい本としてお勧めします。 
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これからクリエイティブな人生を送るであろう  

みなさんの背中をそっと押してくれる一冊  

『たった 1 人からはじめるイノベーション入門  

何をどうすればいいのか、どうすれば動き出すのか』 

竹林  一  著（日本実業出版社） 

香川 直己（スマートシステム学科）  

とにかく面白かったのです。著者の竹林一氏のニ

ックネームは「しーさん」。現在、オムロン株式会

社イノベーション推進本部インキュベーションセ

ンタ長、ならびに、京都大学経営管理大学院の客員

教授を務めておられます。著者の肩書と本のタイト

ルからすると、ビジネス本、あるいは自己啓発本の

様に感じられるかもしれませんが、さにあらず。 

一人の人の良いおじさん（失礼！）が数十年を振り

返って飄々と嫌味なく語る「ご自分の」失敗、そこ

から気づいたこと、やってみたこと、それで、どう

なったかを温かい気持ちで集めたエッセイと言っ

た方がぴったりです。だから、有形、無形を問わず、

これからクリエイティブな人生を送るであろう新

入生の皆さんの背中を、そっと押してくれる一冊だ

と思います。そして、本書は昨年のクリスマスイブ

に出版されたばかりの活きの良さがあります。ま

あ、なんで「しーさん」なのかのくだりで、もう心

をつかまれてしまうと思いますよ。 
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大学生的な読み直しをして「地政学」を始めよう  

『世界地図を読み直す 協力と均衡の地政学』 

北岡伸一  著（新潮社） 

喜多村 侑佳（職員） 

皆さんは、2020 年にプチバズリした「シュクメルリ」

という料理をご存じですか？鶏肉をガーリックソース

で煮込んだ、伝統的なジョージア料理で、大変に美味

な料理です。「シュクメルリ」を食べたことがある方は、

「ジョージア」という国についてはご存じですか？ 

「ジョージア」とは実は他称であり、正式な国名は

「サカルトヴェロ」と言います。ロシアとトルコとい

う大国に挟まれ、黒海に面した地域にあります。本書

では、「ジョージア」のような「名前は知ってるけど、

いまいちピンとこない国」について、国の歴史と政治

的観点からの紹介がなされ、日本との外交的関わりに

ついて記されています。 

「ジョージア」以外にも、「ウクライナ」や「フィン

ランド」、「サモア」、「東ティモール」など、オリンピ

ックイヤーにしか耳にしないような国についても紹介

されています。 

本書を読み、「なんとなく」の国の認識を改め、世界

地図を眺め、その国の歴史と政治や周辺国との外交を

意識し、大学生からの「地政学」を始めてみてはいか

がでしょうか。 
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なぜ、伝え方で結果が変わるのか？  

『伝え方が９割』 

佐々木圭一  著（ダイヤモンド社） 

鴻池 優佳（生命栄養科学科） 

「伝え方にはシンプルな技術がある」そん

な興味をそそる書き出しから始まる一冊です。

同じ内容なのに「イエス」と「ノー」にわかれ

てしまう、その差の 9 割が伝え方だ、という著

者の思いから書かれました。

私たちは日常生活で常にコミュニケーショ

ンを取って過ごしていると思います。それは就

職活動でも必要になる能力です。確かに、もと

もとコミュニケーションが得意な方はいます

が、誰でも再現できる方法があるとなると、知

ってみたいと思いませんか？  
では少しだけ内容をご紹介します。「ノー」

を「イエス」に変える 3 つのステップです。ス

テップ１、自分の頭の中をそのままコトバにし

ない。ステップ 2、相手の頭の中を想像する。

ステップ 3、相手のメリットと一致するお願い

をつくる。この 3 つのステップを使うと、もし

かしたら今まで叶っていなかったお願いも叶

うかもしれません。  
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お探しの本はもしかして？  

あなたに知ってほしい図書館のお仕事  

『100 万回死んだねこ 覚え違いタイトル集』 

福井県立図書館  編著（講談社） 

高原 有美（職員）  

図書館で読みたい本を探したけれど「見つから

ない…」と諦めたことはありませんか？そんな時

は、図書館司書に尋ねてみてはいかがでしょうか。 

 この本は、福井県立図書館のホームページに掲

載されている本の「覚え違いタイトル」の中から

厳選された「覚え違いタイトル」と「正しいタイ

トル」が、覚え違いを表したイラストともに 1 冊

1 ページで紹介されています。 

タイトルがあやふやでも、本を書いた人が分か

らなくても、利用者のヒントと本に関わる情報か

ら、探している本を見つけ出すだけでなく、「情報

を探すお手伝い」や「答えにつながる資料を探す」

ことも、図書館司書の仕事であり、図書館の使い

方の一つです。 

図書館でできることのほんの一部ではあります

が、本の貸出・返却だけではない図書館の活用方

法を知り、これからの大学生活と図書館をもっと

身近で楽しいものにしてください。 



- 18 -

デジタル時代の情報の「フリー」  

『フリー 〈無料〉からお金を生みだす新戦略』 

クリス・アンダーソン  著, 高橋則明  訳（NHK 出版）

田中 始男（メディア・映像学科） 

2000 年代頃までに展開されたフリー（無料）

を売り文句とした、お金を生み出す様々な戦略

のフリーの背後にある目論見や発想の転換につ

いて丁寧に解説した本です。これらは今のデジ

タル経済に通じるもので、非常に参考になりま

す。＜無料＞を主題とした本ですが、情報分野

のフリー（自由）に利用できるソフトウェアと

有料で開発・改良の自由の制約されたソフトウ

ェアのせめぎ合いについても語られており、か

かわった企業や組織の攻防は、今の社会におい

ても続いている興味深い話題です。  

この本は『 Free： The Future of A Radical 

Price 』の訳本です。原文と翻訳を比較する楽

しみ方もあります。例えば、「情報は高価になり

たがる」「情報はフリーになりたがる」と語った

ブランドのイタビューの翻訳と原文の比較を楽

しんでみてはいかがでしょうか。 Free について

より深く理解できます。  
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  見た目だけではないデザイン、  

いまはみんなでデザインする時代  

『デザインリサーチの教科書』 

木浦幹雄著（ビー・エヌ・エヌ新社） 

中道 上（情報工学科） 

「デザイン」という言葉を聞いた時、あなたはど

のようなものをイメージするでしょうか？「これは

良いデザインだね」といった場合、多くは「デザイ

ン=見た目の話」として認識されています。

でも少しずつ変化の兆しを感じませんか？

例えば、国のグランドデザインといったように将

来どのような方向を目指すべきかビジョンを描く

ときに使用されたり、体験にフォーカスした UX デ

ザインと呼ばれる分野がひろがり、デザイン思考を

活用したイノベーション創出ワークショップが連

日のようにどこかの企業で実施されています。 

デザインに注目が集まっている理由のひとつと

して、社会の変化が大きく、速くなり、これまで通

りの仕事の進め方では変化に追いつけなくなりつ

つある現状があります。 

産業界でデザインに従事している私たちは、人々

や社会などプロダクトが置かれる状況を理解する

ためのリサーチを「デザインリサーチ」と呼び、人々

を理解し、人々からインスピレーションを大切にし

ています。 
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驚くべき事実がたくさん  

『「本の読み方」で学力は決まる 

最新脳科学でついに出た結論』 

松崎  泰, 榊  浩平  著（青春出版社） 

藤井 香苗（職員） 

皆さんは一 日どの く らい読書を してい ま す

か？一ヶ月で何冊くらい本を読んでいますか？

近年ではスマホやタブレットの普及によって若

者の「読書離れ」が問題になっています。「忙し

くて読書をする時間がないから」という理由で

読書をしないという人も少なくはないかと思い

ます。しかし、読書と学力には深い関係性があ

るようです。  

 本書は、脳科学者が実証した小中学生四万人

の脳解析データです。本を読む人＝頭が良いと

いうイメージがあるかと思いますが、それは本

当のようです。しかし、読書をし過ぎると逆に

成績が低下する。その一方でどんなに勉強して

も読書習慣がないと平均以下の成績になる。…

では、勉強時間と読書時間の割合はどのくらい

が良いのでしょうか。その答えは本書を読んで

みてください。  

 福山大学附属図書館にも様々なジャンルの本

を所蔵しているので、ぜひ利用してくださいね。 
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目の前の患者への妥当性を吟味することができる  

『もう迷わない！抗菌薬 Navi』改訂 3 版 

坂野昌志  編著（南山堂） 

前田 賴伸（薬学科） 

近年、抗菌薬適正使用支援チームの中で、薬剤師は中心

的な役割を果たしております。また感染症領域では、日本

感染症学会などが各種ガイドラインを策定しているため、

医療現場では医師、薬剤師などがガイドラインに準じて治

療しているのが現状です。本書のまえがきに編集者らは、

「ガイドラインの見方さえ分っていれば電子カルテだけを

見て抗菌薬の選択は可能で、カンファレンスの場などで「ガ

イドライン的には〇〇です」といった発言をする薬剤師が

多くいる。抗菌薬について患者の視点に立った深い議論に

なった際に言葉に詰まる場面をみると、表面的にガイドラ

インを見ているだけで、なぜその薬剤が選択されるのか?
という本質を理解できているのか疑問に思う」と述べられ

ています。つまり”目の前の患者への妥当性を吟味する必要

がある”ということです。 
この妥当性を吟味するためには、待望の第 3 弾「もう迷

わない! 抗菌薬 Navi」があります。本書は、病態や医薬品

の特性を理解した上での選択、病態に応じた投与量の調節、

有害事象評価など実践していく上で有用です。特に、一歩

進んだ臨床応用、少し詳しい内容を知ろう、などの項目も

あり、非の打ち所のない構成となっています。 
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歴史の「書き換え」の是非をめぐって  

『歴史修正主義 

ヒトラー賛美、ホロコースト否定論から法規制まで』

武井彩佳  著（中公新書） 

村上 亮（人間文化学科） 

大学における歴史学は高校までとは異なり

年号や人名、出来事の暗記ではなく、自説を立

て、それを実証する過程に重点をおきます。す

なわち、同じ人物や出来事に関して異なる解釈

が生まれうる点に歴史の醍醐味があるといえ

るでしょう。また新史料の発見によって学説が

一変することも少なくありません。  

その一方で、学術的な根拠を欠く恣意的な

解釈に基づく改ざん、いわゆる「修正主義」も

連綿と続いてきました。その代表例は、確固た

る事実である―ナチ・ドイツによるユダヤ人虐

殺を指す―ホロコーストの否定です。なぜ明白

な噓が事実として語られ、受け入れられてしま

うのでしょうか。かかる曲解が根絶されない理

由はどこにあるのでしょうか。これらの背景を

考えていくうえで、歴史学の本質に向きあう必

要があるのではないでしょうか。本書は大学に

おける歴史学への糸口を提供してくれる一冊

です。  
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続けることは大切  

『「続ける」技術 

「今度こそ!」本気で目標達成したい人のための』  

石田  淳  著（フォレスト出版） 

吉津 悠子（職員） 

あなたは決めたことを続けることができます

か？私は、３日坊主で終わることがしばしばあり

ます。決めたことは、やり切りたい！と思うので

すが、これがまたなかなかできない…。皆さんも

そんな経験がありませんか？ 

続けることができないのは、「行動に焦点を当

てていないから続かない」と、本書では書かれて

います。そして続けるためには、行動を増やす、

または始めようとする「不足行動」、行動を減らす、

あるいは止める「過剰行動」のどちらの行動が自

分に当て嵌まるか着目することです。この行動に

よって、続けるための方法が見えてきます。 

本書では、もちろん続けるための方法が書かれ

ていますが、それは是非ご自身で読んでみてくだ

さい。 

続けることができれば、勉強や自分の生活に必

ず力になると思います。 
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アップルが世界的企業になったのは、

ジョブズが偉大だったこととは必ずしも関係がない。  

『偶然の科学』 

ダンカン・ワッツ  著, 青木  創  訳（ハヤカワ文庫） 

梅國 章（建築学科） 

人間の脳の能力には限界があります。そのため、脳は楽を

しようとします。その結果、あなたが知らないうちに、脳は

あなたにとって理解しやすいように物事を理解させようと

します。合理性に欠けても、単に偶然起きたことに対して理

由を求め、あなたを納得させようとします。ネット社会で起

きている現象の多くはそれに当てはまります。 

あなたが、以下のようなことに心当たりがあれば、読んで

みてください。 

自分の知っていることにしか原因を求めない。 

既に知っていることを裏付け、やっぱりと思える情報ばか

りに目が行く。 

複雑で多様な集団を、代表的な個人に置き換えている。 

売れた歌や本、有名な YouTuber、さらにモナリザの評価

は、自身の価値によると思う。 

地震はいつ来るか、その被害がどの程度を知りたい。 

たった一つの未来だけが起こると考えている。 

などなど。 

読後には、あなたのまわりの出来事、世界が少し違って見

え始めるかもしれません。 
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世界に先駆けて資源管理型漁業に取り組んだ  

日本の水産増養殖技術の集大成  

『栽培漁業の変遷と技術開発 その成果と展望』 

有瀧真人 , 虫明敬一  編（恒星社厚生閣） 

太田 健吾（海洋生物科学科） 

1961 年に世界初の「栽培漁業」という言葉

が誕生してから 60 年が経ち、これまでに得ら

れた知見と技術が整理された一冊です。  

栽培漁業を含む増養殖分野の第一人者らに

よって構築され幾多の成果を次世代の若者に

継承するため、筆者自らの経験と実績に基づき

纏められています。  

本書は親魚の養成、餌料の培養、種苗生産、

放流効果調査と 4 部に区分し、さらに各論で生

物ごとの具体的な技術に話を展開しています。 

これから水産増養殖学を学びたい学生の教

科書として最適な一冊です。
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自明と思われることを疑ってかかる大切さ  

 

『生命の謎 

ドーキンス『盲目の時計職人』への反論』 

中川  豪  著（アートヴィレッジ） 

 

大塚 豊（学長）  

 

以前、授業で「学校と信教の自由」を扱う際、米

国では進化論を教えるのを禁じた州が相当数あり、

それが決して過去の話でないことに触れていまし

た。進化論は言うまでもなくチャールズ・ダーウィ

ンが突然変異と自然選択説を基に『種の起源』の中

で発表した考え方。日本の学校では広く教えられ、

私などは何の疑いもなく覚えていました。しかし、

キリスト教原理主義を信奉し、アダムとイブをはじ

め、この世の万物を神が創造したとする創造論の立

場から見れば、到底認めがたいのです。本書副題の

ドーキンスはダーウィンの説を擁護し補強した人。

われわれは DNA など確かに多くの事を知りました。

しかし、生命の仕組みを知れば知るほど、「なぜこ

んなに上手くできているのか」、根本の「デザイン」

はどこで生まれたのかという根源に至ります。大学

での学びの本質に繋がるかも知れませんが、自明と

思われることを疑う大切さを本書は示しているよ

うに私には思えます。 
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知らないを知る、学ぶ事の楽しさ  

『キャンベル生物学 原書 11 版』 

ジェーン・ B・リースほか  著, 池内昌彦ほか  訳（丸善出版） 

梶栗 彩花（海洋生物科学科 1 年） 

私はこの本に出会い、学ぶ事の楽しさを知りまし

た。 

この本は分厚い生物の教科書のような本なのです

が、生態や生命化学、進化などの仕組みを 1500 ペー

ジ以上にわたり詳しく説明しています。莫大な情報

量であることから、最初のページから読んでいくの

は疲れるため、授業での参考書として使う事や、生

物に関する疑問を調べたい際に読んでいくと理解が

深まり楽しさを感じると思います。また、索引から

気になるワードを見つけてそれについての説明を読

み、知らない事を知っていくのも楽しいです。 

ここで一つ面白いと感じた内容を紹介します。ヒ

ト受精卵の染色体の組み合わせは、単純な計算だと

しても約 70 兆通り以上になるそうです。誰もがその

約 70 兆分の 1 つである、本当に私は私だけしかいな

いと考えると生命の大切さを感じませんか？(詳し

くは本書 304 ページを読んでください。) 

もし、この本に興味を持った人は、図書館で分厚

い橙色の背表紙を探し、読んでみてください！ 
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あなたの 1 日の習慣の中に  

「スマホ」はどれくらい存在していますか？  

『スマホ脳』 

アンデシュ・ハンセン  著, 久山葉子  訳（新潮新書）

松島  令磨（人間文化学科 3 年） 

「あなたは 1 日にスマホを何時間見ています

か？」という文言、皆さんも一度は聞いたことがあ

るかもしれません。多いと感じる人や、思ったより

妥当な時間だと感じる人、それぞれあると思います。 

この本は、そのあなたの習慣にスマホがどのよう

な影響を与えているのかを、事実やデータから論理

的に示してくれます。そのため、とても読みやすく、

自分のスマホを頼る原因が分かり易いです。 

私はこれを読んで、スマホとの付き合い方を考え

る様になりました。この本にはスマホに関しての制

約や誓約が多く、すぐに全部が出来るようになるか

は、本当に自分がどれだけスマホに依存しているか

どうかによると思います。しかし、章ごとに原因の

理由やポイントを示しているため、「自分はここが出

来ていない」「これは出来そう」というような客観視

を持つことが出来ます。 

まずは一歩、この一歩でも、あなたにとって大き

な一歩になると思います。 
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強烈な個性の生き物であふれている地球。 

何億年も前からの生命の樹でつながった私たちの仲間。こんにちは。 

『ブキミ生物絶叫図鑑』 

新宅広二  著（永岡書店） 

山口 泰典（生物工学科） 

この本は対象が小学生で、書名も未確認生物 UMA事典みた

いで怪しげ。でも内容は、私たちから見て変な動物 170 種以

上の特徴を正確に分かりやすく説明したものです。 

著者は「不思議な生物がすむいろんな環境が地球にはある

ということ」を想像してほしいと書いています。キモカワイ

イ（ホシバナモグラ、ハダカデバネズミ、ヒヨケザル）、形

がヘン（ヨツコブツノゼミ、コンドロクラデイア･リラ）、あ

りえない体（ミツツボアリ、デメニギス）など、生物の進化

には何でもありと実感します。学名のついた生物は 2百万種

ほどですが、未発見の生物は数千万種と推定され、一方、毎

年 4万種ほどが絶滅しており、恐竜など過去に絶滅した生物

は数百億種類にもなるそうです。 

この本をきっかけに、生物の多様性や進化/絶滅に興味が

わいたら、以下の本がお勧めです。 

・R.ドーキンス著『利己的な遺伝子』『盲目の時計職人』

・S.J.グールド著『ワンダフル･ライフ』

・吉川浩満著『理不尽な進化』



- 30 -

桜の本当の意味  

『桜のような僕の恋人』 

宇山佳佑  著（集英社文庫） 

上田 和明（人間文化学科 1 年） 

この物語は桜の咲く季節に桜のように綺麗なヒロ

インと出会った物語である。

出会った直後、主人公はヒロインを誘ってお花見デ

ートに行った。そして、主人公は「カメラマンになる」

という夢を諦めたことをヒロインに知られる。そし

て、ヒロインは主人公を叱り、夢をあきらめるなと言

った。 

その後、主人公はカメラマンを再び目指し始めた。

ヒロインにふさわしい人になるために頑張り始めた。

そして、カメラマンの下っ端になることができた。 

カメラマンの下っ端になった直後、ヒロインは風邪

をひいてしまう。それを聞いた主人公は、ヒロインの

家に見舞いに行った。そこでヒロインの兄に、妹とは

交際させないといわれてしまう。しかし、その後主人

公のヒロインへの思いが強いことが兄に伝わり、交際

が始まった。 

この物語は、主人公とヒロインが交際を始めた後か

ら展開が急変します。そこで、この物語でよく出てい

る桜の意味が分かるので、ぜひ読んでほしいです。 
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親愛なるあなたへ  

私は親愛なるあなたの爆弾になれるでしょうか。  

『親愛なるあなたへ』 

カンザキイオリ  著（河出書房新社）

篝 朋花（人間文化学科 1 年） 

これは、小説家を目指している少年・春樹と、ミュ

ージシャンを夢見る少女の雪、そして 2 人の周囲の人

間による高校 3 年間の物語である。 

春樹は処女作の小説を自身のペンネームである「ハ

ル」という名前で出版することになる。次も期待して

いると言われるが、2 作目を書く気はなかった。母親や

自分を捨て小説を書いていた亡き父のようになりたく

なかった。しかし周囲の人間に支えられ、2 作目である

「泳ぐ」を書きあげる。それに影響された雪は春樹に

向けてオリジナル曲である「爆弾」を作るが、その彼

自身に自分の道を否定されてしまう。その日から音楽

を辞めてしまった彼女は、ある日自身の義姉のある日

記を見つけて…？ 

彼らの物語の衝撃の答えは卒業式当日に明らかにな

る。 

―親愛なるあなたの爆弾になれるでしょうか。― 

彼らの秘密や人間関係、葛藤、羨望、嫉妬、それら

全てが読み進めることによって明らかになっていく。 

「ハル、負けるな。ハル、頑張れ。」 
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春の訪れのように静かにゆっくりと人を好きになる本  

『天気が良ければ訪ねて行きます』 

イ・ドウ  著，清水博之  訳（アチーブメント出版）

金只 成世（職員） 

都 会 で の 生 活 に 疲 れ 切 っ て し ま い 仕 事 を 辞

め、故郷で過そうと田舎へと帰ってきたヘウォ

ン。隣の家には、老夫婦が住んでいたが、新し

く掛けられた看板には、「グッドナイト書店」と

書かれていた。この本屋の店主は主人公の幼な

じみのウンソプ。彼にとって主人公ヘウォンは、

初恋の人だったのです。彼女が帰ってきたこと

によって静かな冬の生活がゆっくりと変化して

いきます。傷つくことに疲れた人、傷つくこと

を恐れる人。 2 人が背負ってきた過去について、

温かい言葉と春のおとずれのような静かな愛で

分かち合いそれぞれが再び人生をスタートさせ

るまでのヒーリング・ラブストーリーです。  

また、この本は、現在注目されている女優パ

ク・ミニョンと俳優ソ・ガンジュンがタッグを

組みドラマ化されています。ドラマも最終回へ

と話が進むにつれて、春のおとずれのように心

が温かくなるので、ぜひ観てください。  
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ひとりぼっちの痛みでも、理解されない悲しみも、  

どこかで誰かはわかってくれる。  

『かがみの孤城』 

辻村深月  著（ポプラ社） 

神原 みむ（人間文化学科 1 年） 

一人ぼっちだった六人の中学生が、不思議な

かがみを通してそれぞれの痛みに寄り添い、立

ち上がる話です。  

誰にも理解されなかった苦しみ、辛さを抱え

たまま育つはずだった主人公が、不思議なかが

みを通して、嫌な人と強制的に仲良くなるので

はなく、対等に話し合う強い姿勢を手に入れる。

誰かに強制されて自分を殺すのではなく、前を

向いて立ち上がらなければならない強さを教え

てくれた。  

そういう経験がある人程、主人公に共感し、

同調すると思います。全く同じ苦しみではない

のかもしれない。絶対に寄り添えるとは言えな

いかもしれない。けれど、確かに私たちのそこ

にある寂しさに逃げ道を作ってくれる。逃げて

もいいことを教えてくれる話です。  

そこに自分の理解者はいないかもしれない。

けれど、生きていればどうにかなるから。  
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“キリン”とは  

『キリン』 

山田悠介  著（角川文庫） 

北川 京弥（人間文化学科 1 年） 

有能な精子のみを売るジーニアスバンク。ノーベル化学賞受

賞者の遺伝子を持つため、期待され生まれた麒麟は、勉強が出

来なかった。同じくバンクによって生まれ、天才とされる兄と

母に見捨てられた麒麟は、どうすればまた愛されるのか悩む。 

麒麟は、家から追い出され、天才養成学校に入れられる。そ

こで絵の才能に気づき、出会った友達や先生に支えられ、精神

的ショックを乗り越え、賞を受賞するなど成長していく。 

天才養成学校のカリキュラムを終えると、子供たちは自由に

なるはずだった。しかし、カリキュラムの延長とし、卒業でき

ないことを知った麒麟達は、脱走を企て、教師を人質に取るな

どしてなんとか逃げ出す。 

ついに母と兄に再会するが、しかし、母はすでに兄に見捨て

られ、兄は若年性アルツハイマーであることが判明。父親の真

偽に疑問を抱いた兄は、ジーニアスバンクの社長を訪ね、自分

の精子提供者は数学者ではなく社長だったことを知り絶望し、

父親を殺害する。懲役 7年の判決が下され、既に母と弟の記憶

もなくなっていた。しかし、2 人が面会に訪れると、幼い頃 3

人で行った動物園の絵、それもキリンを描いていた。 

物事を一端で判断することはできない。優れているからこそ

優れないものを理解しなければならない。 
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溢れる色の世界  

『カラフル』 

森  絵都  著（文春文庫） 

小池 愛華（人間文化学科 1 年）  

死後の世界で再挑戦の機会を与えられ、自殺

した小林真の体を借りてホームステイをしてい

る間に、自分の前世でのあやまちを思い出さなけ

ればならない僕。そんな僕のガイド役である天使

のプラプラが、説明や助言をしてくれる。  

ホームステイをしている中で、小林真が自殺

をした理由に、家族のことや初恋の人物のことが

関わっていることを知り、家族との距離を置くよ

うになってしまう。また、公園にいた僕は不良た

ちに暴力を振るわれる。しかし、家族の本当の思

いを知り、僕の考えが変化していく。そうして家

族のことや受験のこと、学校のことに正面から立

ち向かうことで再挑戦に成功する。  

僕が再び人生を始めることに不安を感じてい

る場面に共感し、誰しもが生きることへの不安を

抱えていることに気付かされました。本書は学生

である私たちに馴染み深い内容で読みやすいと

思います。また、僕の前世でのあやまちとは一体

何だったのか。気になる人は読んでみてくださ

い。  
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大ヒットゲーム「ウィッチャー3」の原作  

『ウィッチャー1 エルフの血脈』 

アンドレイ・サプコフスキ  著, 川野靖子 , 天沼春樹  訳

（ハヤカワ文庫）

齋藤 裕太郎（人間文化学科 1 年） 

この本は大ヒットしたゲーム「ウィッチャー3」の前日譚

です。源流と言われ、大きな力を持つシリが、魔法剣士の

ゲラルトや魔法使いのイネファー、トリスなどの様々な人

と出会い、成長していきます。シリは自身の持つ力から、

様々な敵から狙われてしまいます。また、魔法剣士のゲラ

ルトは、シリを娘のような存在と思っており、シリに襲い

かかる困難から何をしてでも助けようとします。ゲラルト

はシリを助けるために親友の吟遊詩人であるダンディリオ

ンなど個性的な仲間と旅に出るという物語です。

ゲームの「ウィッチャー3」をプレイしたことのある人も

いると思います。ゲームで登場してきたキャラクターも多

数登場しています。ゲームではゲラルトとどういう関係な

のか余り語られず、突然登場してきたキャラクターもいま

したが、この本を読めばキャラクターについて深く知るこ

とができます。 

ゲームをプレイ済みの人は、ゲームの景色を思い浮かべ

ると話が理解しやすくなり、プレイしていない人にも、フ

ァンタジー小説としてオススメできる作品です。 
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奇想天外！摩訶不思議！この恋の行方は？  

愛しの貴方は今どこに  

『夜は短し歩けよ乙女』 

森見登美彦  著（角川書店） 

重田 渚月（人間文化学科 1 年） 

「黒髪の乙女」 (後輩 )に一目惚れをした、ど

こか抜けている平凡な大学生 (先輩 )は彼女と仲

良くしようと思い、接触を図ろうとするも、彼

女はのらりくらりと奇想天外な動きをするため

そもそも彼女に会い話すことも出来ない。  

そこで彼は、彼女の目にできるだけとまろう

という「ナカメ作戦」を考案した。「ナるべく、

カのじょの、メにとまろう」この時点で既に面

白い。彼女は会う度に「奇遇ですねぇ」と片付

けてしまうが、見る度に「違うッ！！そうじゃ

ない！！」と心の中でツッコミを入れてしまう。 

全体的にファンタジーでまとめられており、

何が本物で何が偽物なのか見ても分からなくな

る、そんなところが面白い作品になっている。

これを見た 人は是非 とも一度一 読お願い した

い。  
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マスクが当たり前の今。

では、それが無くなった時、貴方は何を思うのか。  

『マスク スペイン風邪をめぐる小説集』 

菊池  寛  著（文春文庫） 

鈴木 あまね（人間文化学科 1 年） 

本書は、作者である菊池寛が肥満であること

から話は始まる。  

他人の目から見れば、頑健であった彼は、実

は心臓も肺も、胃腸も悪くしており、人一倍体

が弱かった。更に、追い打ちをかけるように流

行性感冒が流行り、医者には｢そんなものにかか

ったら、助かりっこありません｣と告げられる。

そこで、感染予防を徹底。マスクを肌身離さず

持ち歩くようになるが、感冒の脅威が段々と衰

え、マスクを掛ける人が殆どいなかった時でも

捨てることはしなかった。しかし、暖かくなっ

たある晴れた日、黒いマスクの男を見かけて―。 

私たちは今も制限された生活を送っている。

しかし、そんな私たちの生活でも、いずれマス

クを外し、以前のように人で溢れかえる状況と

なるのだろう。その時、私たちは何を思うのだ

ろうか。｢マスク｣ほか 8 篇の小説とともにぜひ

考えてみてほしい。  



- 39 -

「子どもの底力」  

『十五少年漂流記』 

ジュール・ヴェルヌ  著, 石川  湧  訳（角川文庫） 

勢登 涼太（人間文化学科 1 年） 

今回紹介したいと思い選んだ本は『十五少年漂流記』

です。この『十五少年漂流記』という話は、15 人の少

年が夏休みに船に乗って旅をするということで、出発の

前夜、15 人の少年は先に船に乗り込んでいました。し

かし、少年の 1 人が船のとも綱をとき、少年達だけが乗

った船が引き潮により沖へと流されてしまいました。更

に嵐により海で漂流し、無人島に漂着し船も壊れ 15 人

の少年を困らせました。 

少年達が互いに協力し、無人島で暮らしていると、後

から男性と女性の 2 人の大人も漂着して来たので、仲間

になってもらいました。 

しかし、同じように悪党も漂着して来たのです。そし

て少年達と 2 人の大人が暮らす家が攻められます。 

少年達は、仲間に加わった大人 2 人と協力して悪党を

倒すことに成功し、その後、無人島から脱出することに

成功しました。ここに感動を覚えることが出来ます。 

1 人では成し遂げられないことでも、みんなと協力す

れば困ったことでも達成出来ることが分かる話です。 
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三秋縋の世界観  

『スターティング・オーヴァー』 

三秋  縋  著（メディアワークス文庫） 

富田 天斗（人間文化学科 1 年）  

僕は新入生の皆さんに『スターティング・オーヴァー』

という本をおすすめします。この物語は 20歳の誕生日を迎

えた主人公が、10 歳の誕生日の日までの人生を遡るが、や

り直したいことなんて何一つなく、「一周目の人生を、そっ

くりそのまま再現する」ことを目的とするが、何故か上手

くいかない。 

そんな主人公を精神面で助けるのが、妹とヒイラギとい

う人物。彼女達は問題に対して深くは聞かず、見守ったり、

寄り添ってくれたりする事で精神面での助けを担います。

主人公は一周目の自分の記憶、性格が原因となり、これら

は主人公に慢心を与えます。結果、主人公はどんどん悪い

方向に落ちていくことになります。 

この物語を読んで僕は、今までに見たことがない、こう

いう終わらせ方もあるんだと、物語の終わり方に感心しま

した。また、他のタイムリープ系統の物語とは毛色が違う

終わり方で、ハッピーエンドでもバッドエンドでもなく、

これから主人公たちがどうなっていくのかということも全

く想像できない終わり方にひどく魅了されました。皆さん

ぜひこの物語を読んでみてください。普通の小説とは一味

違う世界観を味わうことができます。 
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自分の考え方はどこから来ているのか？  

きっかけを見直すきっかけを。  

『あの日ののぞみ 246 号』 

中村文昭  著（センジュ出版） 

冨永 耀（人間文化学科 1 年） 

人というものは面白いもので、時と場合に

よって思考の中身がぐるりと変わります。あ

なたの思考はどこから来たのでしょうか。  

この作品の主人公である新道湧 (しんどう

わく )はある出来事からかなりネガティブな

心持ちになっています。「自分はただの臆病者

だ。」とため息をつきながら新幹線に乗る彼

に、全くの偶然から一人のおじさんが声を掛

けることになります。そこからおじさんと会

話していく上で湧は、その話に聞き入ってい

きます。  

その話は果たして小説の中の作り話だとス

ルーできるものなのでしょうか。もしかする

と、この本があなたの本当のスタートダッシ

ュを切るきっかけになるかもしれません。  
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じんわり感動、読むと誰かとご飯が食べたくなる 1 冊  

『あつあつを召し上がれ』 

小川  糸  著（新潮文庫） 

峯松 春菜（人間文化学科 4 年） 

この本は大切な人と料理を囲む食卓にスポット

を当てた物語が全部で 7 編収録された短編集です。 

登場する料理の魅力的かつチャーミングな描写

や料理を味わう登場人物たちの心情の描写は、読み

手をほっこりとさせてくれる一方で、登場人物たち

はそれぞれ不安や悲しみを抱えています。物語の中

で、食べるという行為を通して、その不安や悲しみ

を小さな幸せや思い出へと昇華していく姿は、読み

手を前向きな気持ちにもさせてくれます。 

読んでいると自然とお腹がすいてきて、誰かと一

緒にご飯が食べたくなるし、普段当たり前に囲んで

いる食卓が愛おしく思えてくる、そして読んだ後は

まさに食事を終えた後のような満たされた気持ち

になれる、そんな 1 冊になっています。 

長く続くコロナ禍で日々の食事が楽しみになっ

た方も、これからもっと食べることを大切にしてい

きたい方も一度この本を手に取ってみて魅力的な

料理の数々との出会いを味わってみてはいかがで

しょうか？ 
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何かを得るには何かを失う  

『世界から猫が消えたなら』 

川村元気  著（マガジンハウス） 

山下 陽（人間文化学科 1 年） 

世界から猫が消えたなら。この世界はどう変化

し、僕の人生はどう変わるのだろうか。世界から僕

が消えたなら。この世界は何も変わらずに、いつも

と同じような明日を迎えるのだろうか。くだらない

妄想だ、とあなたは思うかもしれない。でも信じて

ほしい。これから書くことは僕に起きたこの七日間

の出来事だ。とても不思議な七日間だった。そして

間もなく、僕は死にます。なぜこうなったのか。そ

の理由について、これから書いていこうと思う。き

っと長い手紙になるだろう。でも最後まで付き合っ

てほしい。そしてこれは、僕があなたに宛てた最初

で最後の手紙になります。そう、これは僕の遺書な

のです―。 

この前書きとタイトルで、私はとても興味が沸き

ました。この世界から猫が消えたらどうなるのかを

述べた文章だと思っていたら、とんでもない感動作

品だったのです。この小説を読んだら、すべての物

を今よりも大切にできる気がしました。 
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心の傷を癒すために必要なこととは何か、  

この本を読んで一緒に考えてみませんか。  

『心の傷を癒すということ 大災害と心のケア』 

安  克昌  著（作品社） 

赤澤  淳子（心理学科） 

この本は、1995 年に発生した阪神・淡路大震災

時に、自らも被災した医師が、被災者の心のケアに

取り組んだ内容を報告した本です。著者の安医師

は、自身の家族も被災している中、避難所にいる

様々な人へのカウンセリングや診療を行いました。

心の傷は身体の傷とは違って、目に見えないだけに

周囲の人も気づきにくいし、支援が難しいところが

あります。心の傷を癒すために必要な支援とは何か

について、この本を読んで理解を深めてもらえたら

と思います。実は、この本は 2020 年に NHK でドラ

マ化され、柄本佑さんが主人公を演じられました。

柄本さん演じる安先生の優しい語り口調に、私は引

き込まれました。皆さんも、ぜひ併せて視聴してみ

てください。 

我々も現在、新型コロナ感染症という、ある意味

災害ともいえるような厳しい環境で生活を送って

います。このような状況だからこそ、ストレスを抱

えた人への支援のあり方を考えていけたら良いで

すね。 
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心を整える。  

安定した心を持つ事で、安定した力を発揮できる。  

『心を整える。 

勝利をたぐり寄せるための 56 の習慣』  

長谷部  誠  著（幻冬舎文庫） 

石田 龍樹（人間文化学科 1 年） 

心を整える。この本は長谷部誠というサッカ

ー選手が、ピッチ内だけではなく、ピッチ外の

事にも当てはまる、サッカーについて書いてい

る本です。この「心を整える」というフレーズ

は、試合前でも試合後でも、その行動自体がと

ても大切だとわかる本です。  

著者である長谷部誠選手は、 2006 年のワー

ルドカップでは、代表メンバーから外れてしま

いましたが、諦めずに自分を見つめ直し練習を

続けたことで、またメンバーに選出されるよう

になり、 2010 年のワールドカップではキャプ

テンとして出場するまでになりました。

このように、「心を整える」という行為は、

とても大切なのだと感じられる本です。
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さみしさの哲学 (概論 ) 

『寂しさの力』 

中森明夫  著（新潮新書） 

宇田 与晃（人間文化学科 1 年）  

「人間のもっとも強い力とは何だろう？さみしさの

力じゃないか」。東日本大震災の直後に、著者が Twitter

に投稿したメッセージからこの本は生まれました。「さ

みしさは、ネガティブな感情だと思われています」が、

そうではないことを、歴史上の偉人やスターの生涯を

紐解きながら、考察していきます。しかし、「さみしさ」

を肯定することは簡単ではありません。なぜなら、誰

からも理解されず一生を終えた坂本龍馬や、抑圧され

た幼少時代に生じた感情をディズニーランドに転化さ

せたウォルト・ディズニーなどの人生は、人間は生き

ている限り、さみしさと向き合わなければならないこ

とを示しているからです。「愛がないから、さみしいと

言う。まったく逆です。人間のさみしい心が、「愛」を

作り出したんじゃないですか？」と本書は問いかけま

す。 

私は、この本を通じて、さみしさの哲学を持つこと

ができました。新入生の皆さんには、さみしさを原動

力にして、サークルや課外活動など、思う存分に励ん

で欲しいと思います。 
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ふいに訪れる人生を見つめてみる瞬間。  

若者たちはカッコよくなくても明日を生きていく。  

だけど、その姿って美しいのかもしれない。  

『サムのこと 猿に会う』 

西加奈子  著（小学館文庫） 

沖村 大輝（人間文化学科 1 年） 

作者、西加奈子の文章は優しく温かい。彼女の文章は読者

に対して決して威圧感を与えず、心に寄り添ってくれるの

だ。「サムのこと」にもその作家性がよく表れている。 

物語は 20 代男女 5人のグループが、突然の死を迎えたサ

ムという友人の通夜に行くというものだ。各々がサムとの思

い出話をしていく中で「自分」というものについて考える。 

通夜というある種のドラマチックな環境だからこそ語る

ことのできる等身大の自分の姿、それをただ何も言わず聞い

てくれている仲間たち、このシーンを読んだとき、まるで自

分もその仲間に入って彼らの話を一緒に聞いているような

感覚に陥る。それがとても心地いいのだ。 

この男女 5 人は決して順風満帆な日々を過ごしてきた華

やかな若者ではない。主人公はゲイであり他の 4人も人生に

対する葛藤のようなものを抱えている。彼らは共にいて居心

地がいいのだ。 

この文章の中に流れる優しい雰囲気をぜひ読んで味わっ

てほしい。 
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目線をかえると見えてくる世界を感じよう。  

『たちどまって考える』 

ヤマザキマリ  著（中公新書ラクレ）

片桐 重和（IR 室）  

「なにをすればいいのかわからないひと」「なに

かをはじめたいひと」「なんとなくこたえがみつか

らないひと」は、いろんなことをふりかえってみて

はいかがでしょうか。 

この本は、現在の混沌とした日々の中で「必要な

ものとはなにか」、「他者（日本以外の人）はどのよ

うに考えるのか」を少しだけ、頭を持ち上げてみる

と、見える世界が違うように、そっと覗かせてくれ

る本です。 

パンデミックという状況下で、ヒトという社会性

をもった生き物がそもそも何なのか、危機が自分た

ちの社会に迫ったとき、どのような反応をする生き

物なのかをテーマに、今までと違う角度から見直せ

ばいいんだよと、背中を押してくれる、ほんのちょ

っとヒントをくれる本です。 

私たちは、社会という群れのなかでなければ生き

られない、いろんな意味で知恵の発達した生き物で

すが、「いろんな傲りを取り除けはいいんだよ」と、

きっと語りかけてくれるでしょう。 



- 49 -

つながり  

『長いお別れ』 

中島京子  著（文春文庫） 

塩出 陵介（人間文化学科 1 年） 

人はなぜ他者とのつながりを求めるのだろうか。

そんなことを考えさせられる物語を紹介します。 

久しぶりに帰省した 3 人の娘に母曜子から告げら

れたのは、かつて中学校の校長を務めていた厳格な

父昇平が認知症になったということ。それぞれの人

生の岐路に立つ娘と母は愛を持って出来る限りの手

助けをするが、昇平の認知症の進行が止まることは

なく、家族や周りの人を予測不能なアクシデントに

巻き込んでいく。しかし、昇平の認知症は、家族の

つながり、愛を再認識するきっかけとなった。また、

そのつながりが、徐々に記憶を失っていく昇平を父

親として存在し続けるためには必要不可欠であっ

た。 

この物語はもちろんフィクションですが、このよ

うな出来事は誰もが経験する可能性があります。つ

まり、人間の記憶とは病気ひとつで失ってしまうほ

ど脆く儚いものなのです。しかし、記憶がなくとも

つながりがあれば、その人はその人であり続けるこ

とができるのです。 
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アイの形

『i（アイ）』 

西  加奈子  著（ポプラ社） 

矢野 僚士（人間文化学科 1 年）

「この世界にアイは存在しません。」

自分はここにいていいのか、その感情が数学

教師の放った一言で形を帯び、ワイルド曽田ア

イの中に残り続ける。アイは 1988 年シリアで生

まれ裕福な家の養子となった。自分だけがこん

なにのうのうと生きていていいのか、、、アイの

心に影を落とす。アイは聞きたかった。あなた

はどう思う？自分が本当の子供ではないこと、

おそらく過酷な状況から天国のように恵まれた

場所に連れてきてもらったことを、あなたはど

う思う？ 9 月 11 日ワールドトレードセンターに

二機の航空機が突撃した。「生き残ってしまっ

た。」どうして私ではないのだろう。  

たくさんの愛、多くの死の中で自分を許すこ

とができるのでしょうか。皆さんもアイが存在

するのか知りたくありませんか？是非読んでみ

てください。  



推薦図書リスト 

『 i（ｱｲ）』  西加奈子  (ﾎﾟﾌﾟﾗ社 ,2016 年 ) 

『あつあつを召し上がれ』  小川糸  (新潮社 ,2014 年 ) 

『あの日ののぞみ 246 号』  中村文昭  (ｾﾝｼﾞｭ出版 ,2018 年 ) 

『ｳｨｯﾁｬｰ<1> ｴﾙﾌの血脈』  ｱﾝﾄﾞﾚｲ･ｻﾌﾟｺﾌｽｷ (早川書房 ,2017 年 ) 

『女の子が生きていくときに､覚えていてほしいこと』  西原理恵子  

(KADOKAWA,2017 年 ) 

『かがみの孤城』  辻村深月  (ﾎﾟﾌﾟﾗ社 ,2017 年 ) 

『かにみそ』  倉狩聡  (KADOKAWA,2015 年 ) 

『ｶﾗﾌﾙ』  森絵都  (文藝春秋 ,2007 年 ) 

『完全版  ﾋﾟｰﾅｯﾂ全集』 ﾁｬｰﾙｽﾞ･M･ｼｭﾙﾂ (河出書房新社 ,2019-2020 年 ) 

『ｷｬﾝﾍﾞﾙ生物学  原書 11 版  』  ｼﾞｪｰﾝ･B.ﾘｰｽほか  (丸善出版 ,2018 年 ) 

『ｷﾘﾝ： Math whiz & Gifted painter』  山田悠介  (角川書店 ,2013 年 ) 

『偶然の科学』  ﾀﾞﾝｶﾝ･ﾜｯﾂ (早川書房 ,2014 年 ) 

『心の傷を癒すということ：大災害と心のｹｱ 新増補版』  安克昌   

(作品社 ,2020 年 ) 

『心を整える｡：勝利をたぐり寄せるための 56 の習慣』  長谷部誠  

(幻冬舎 ,2014 年 ) 

『栽培漁業の変遷と技術開発：その成果と展望』 有瀧真人 ,虫明敬一  

(恒星社厚生閣 ,2021 年 ) 

『桜のような僕の恋人』  宇山佳佑  (集英社 ,2017 年 ) 

『寂しさの力』  中森明夫  (新潮社 ,2015 年 ) 

『ｻﾑのこと  猿に会う』  西加奈子  (小学館 ,2020 年 ) 



 

 
 

 

『自分は自分人は人：争わない｢生き方｣』  和田秀樹   

(新講社 ,2020 年 ) 

『十五少年漂流記』  ｼﾞｭｰﾙ･ｳﾞｪﾙﾇ (角川書店 ,1995 年 ) 

『 SHOE DOG：靴にすべてを｡』  ﾌｨﾙ･ﾅｲﾄ (東洋経済新報社 ,2017 年 ) 

『 10.8：巨人 vs.中日史上最高の決戦』  鷲田康  (文藝春秋 ,2013 年 ) 

『親愛なるあなたへ』  ｶﾝｻﾞｷｲｵﾘ (河出書房新社 ,2021 年 ) 

『ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞ･ｵｰｳﾞｧｰ』  三秋縋  (ｱｽｷｰ･ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ,2013 年 ) 

『ｽﾏﾎ脳』  ｱﾝﾃﾞｼｭ･ﾊﾝｾﾝ (新潮社 ,2020 年 ) 

『生命の謎：ﾄﾞｰｷﾝｽ『盲目の時計職人』への反論』  中川豪   

(ｱｰﾄｳﾞｨﾚｯｼﾞ,2020 年 ) 

『世界から猫が消えたなら』  川村元気  (ﾏｶﾞｼﾞﾝﾊｳｽ,2012 年 ) 

『世界地図を読み直す：協力と均衡の地政学』  北岡伸一   

(新潮社 ,2019 年 ) 

『大学でいかに学ぶか』  増田四郎  (講談社 ,1966 年 ) 

『たちどまって考える』  ﾔﾏｻﾞｷﾏﾘ (中央公論新社 ,2020 年 ) 

『たった 1 人からはじめるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ入門：何をどうすればいいのか､ 

どうすれば動き出すのか』  竹林一  (日本実業出版社 ,2022 年 ) 

『超訳ﾆｰﾁｪの言葉  』  ﾌﾘｰﾄﾞﾘﾋ･ﾆｰﾁｪ (ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ,2010 年 ) 

『伝え方が 9 割』  佐々木圭一  (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 ,2013 年 ) 

『｢続ける｣技術：｢今度こそ !｣本気で目標達成したい人のための』   

石田淳  (ﾌｫﾚｽﾄ出版 ,2006 年 ) 

『ﾃﾞｻﾞｲﾝﾘｻｰﾁの教科書』  木浦幹雄  (ﾋﾞｰ･ｴﾇ･ｴﾇ,2020 年 ) 

『天気が良ければ訪ねて行きます』  ｲ･ﾄﾞｳ (ｱﾁｰﾌﾞﾒﾝﾄ出版 ,2020 年 ) 

『長いお別れ』  中島京子  (文藝春秋 ,2018 年 ) 

『 100 万回死んだねこ：覚え違いﾀｲﾄﾙ集』  福井県立図書館   

(講談社 ,2021 年 ) 



『 Humankind 希望の歴史：人類が善き未来をつくるための 18 章』  

上・下巻  ﾙﾄｶﾞｰ･ﾌﾞﾚｸﾞﾏﾝ (文藝春秋 ,2021 年 ) 

『ﾌﾞｷﾐ生物絶叫図鑑：本当にいる !ｺﾜいｷﾓい変なﾔﾂら 170 体以上 !』  

新宅広二  (永岡書店 ,2015 年 ) 

『ﾌﾘｰ：「無料」からお金を生みだす新戦略』  ｸﾘｽ･ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ 

(NHK 出版 ,2009 年 ) 

『ﾌﾟﾚｲﾌﾙ･ｼﾝｷﾝｸﾞ：仕事を楽しくする思考法』  上田信行  

(宣伝会議 ,2009 年 ) 

『本の読み方で学力は決まる』  松崎泰 , 榊浩平  

(青春出版社 ,2018 年 ) 

『ﾏｽｸ：ｽﾍﾟｲﾝ風邪をめぐる小説集』  菊池寛  (文藝春秋 ,2020 年 ) 

『もう迷わない !抗菌薬 Navi 改訂 3 版』  坂野昌志編著  

(南山堂 ,2021 年 ) 

『ﾓﾓ』  ﾐﾋｬｴﾙ･ｴﾝﾃﾞ (岩波書店 ,1976 年 ) 

『やる気と能力を 120%引き出す奇跡の指導法』  藤重佳久  

(ﾎﾟﾌﾟﾗ社 ,2017 年 )

『夢をかなえるｿﾞｳ 』  水野敬也  (飛鳥新社 ,2007 年 ) 

『夜は短し歩けよ乙女  』  森見登美彦  (角川書店 ,2006 年 ) 

『歴史修正主義：ﾋﾄﾗｰ賛美､ﾎﾛｺｰｽﾄ否定論から法規制まで』 武井彩佳  

(中央公論新社 ,2021 年 ) 
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