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  志學館大学 法学部 推薦図書集 
 

2014.4ＨＰ 

 

この冊子は、法学部の専任教員が薦める図書を紹介したものです。個人的な読書体験や読書観についての記述など

も含めた自由な形式で作成されているため、個性的でバラエティに富んだ内容になっています。皆さんが大学で学ぶ

際の参考として、あるいは大学生活や人生のヒントとして、ぜひ活用してください。 

 

 

 

 長瀬 二三男 教授（学部長） 

Ａ.ジイド（堀口 大学 訳）『新しき糧』第一書房1936年 

 高校時代に読み、今もなお、原点を見失わないために繰り返し読み続けています。「僕は一生の間、自分を知ろう

と努めることを拒んで来た。つまり、自分を探ねることを拒んで来た。僕にはこの探求が、正確に言うならこの探求

の結果がその人の本質を制限し、貧弱にするように思われ、また程度の低い、そしてかなり貧弱な人物だけが自分を

見つけ出し、自分を理解し得るように思われるからであった。言い換えれば、自分を知るということが、その人間と

彼の進歩とに限界を與えるのだと思われるのであった。何故かと云うに、自分に似ようとする気持ちから、一度発見

した自分のままに、人は何時までも残る筈だから。それよりは寧ろ絶えず期待を援護し、永久に成就し難い未来に向

って歩み続ける方がましのように僕には思われるのであった。」としたうえで、「各人の中には、驚くべき可能性が

あるのだ。お前の力とお前の若さを信ぜよ。絶えず言いつづける事を忘れるな、『僕次第でどうにでもなるのだ』と。」

と説いている箇所に、何度励まされてきたかしれません。残念ながら、新潮社の文庫本が絶版となり、入手困難とな

っています。 

 

 

 岩橋 恵子 教授 

 大学は、「社会に生きるための知」と「生き方の指針」を獲得する場です。その獲得の手助けをしてくれそうな本

をいくつかご紹介します。 

 

＊苅谷 剛彦『知的複眼思考法』（講談社＋α文庫）2002年 

 大学で求められる学力で最も大切なのは、なんと言っても「自ら考える力」です。この力なくして、卒業論文はも

ちろん、なるほどと思わせるおもしろいレポート書きもプレゼンテーションもできません。もちろん社会に出ても必

須の力です。でも、そもそも「自ら考える力ってなに？」「そんな力はどうやったらつけられるの？」・・・・とい

う人におすすめの本です。大学での授業経験を基にして書かれていることもあって、大学生にとてもわかりやすく書

かれています。 

 

＊菊池 直樹『蘇るコウノトリ－野生復帰から地域再生へ－』（東京大学出版会）2006年 

 日本で絶滅といわれていたコウノトリの野生復帰の成功については、自然保護という意味のみならず、コウノトリ

とともに暮らすことのできる地域づくりやライフスタイルの見直しと再構築という意義があることが述べられてい

ます。でも実はそれにとどまりません。本書のコウノトリ研究が、科学・学問のあり方－「知」や「価値」を生み出
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すのは誰かという問題－まで思考が進むと、はっとさせられます。著者は四百人にものぼる住民への聞き取りを通し

て、コウノトリへの関わりの視点を「科学」と「生活」（あるいは「専門家」と「住民」）という、ともすれば矛盾・

対立することもある両者の複雑で多元的な関わりの中から、新たな知が生まれることを展望しています。研究とはこ

ういうことか、と考えさせてくれる一冊です。 

 

＊暉峻 淑子『豊かさの条件』（岩波新書）2003年 

 私的な自由競争に基づく市場経済社会に生きる私たちですが、他方で競争や戦いでなく、助け合う人間関係を求め

て市民の活動が広がっています。著者はそれを「もう一つの社会」と名付け、そこにこそ真の豊かさが内在している

と述べています。そしてその活動は、国の枠を越えた環境問題に取り組むＮＧＯから、まちづくりの市民参加活動ま

で、規模も活動内容も様々ですが、連帯して共に生きることの価値を私たちに気付かせてくれます。 

 

＊志學館大学 生涯学習センター 編『農的生活のすすめ』（南方新社）2007年 

 食の安全が問題になっていますが、そこで問題にされるのは、いつも作り手や売り手です。それは当然ではありま

すが、では私たち消費者には責任がないといえるでしょうか。私たちの食への関心が、商品としての視点だけ（値段

とか、カロリーとか、見た目の美しさとか・・・）であるとしたら、それもまた食の安全を危うくしているといえな

いでしょうか。本書はそうした危うい今日日本の食の問題を、農のあり方、社会のあり方、そして人間の生き方の問

題まで掘り下げる刺激的な議論を展開しています。著者３人はいずれも志學館大学に深い関わりを持っておられる先

生方ですから、この本を読んで直接著者に質問できることもうれしいですね。 

 

＊山本 良一 編『世界を変えるお金の使い方』（ダイヤモンド社）2004年 

  お金は万能ではないけれど、使い方によっては世界を変える原動力になることを、50の事例をあげてわかりやす

く述べています。例えば「100円を、砂漠緑化のための苗木にする。水をあたえ大切に育てれば、それはやがて10

ｍのポプラ並木に変わります」「500円を、識字教育のための教科書にする。文字を書ける喜び・自立して生きる喜

びが、世界から貧困をなくすことに繋がります」「700円で20個のおにぎりを路上生活者に提供。温かい食事と温

かい見守る気持ちが彼らの自立を支えます」・・・。私たちのお金を何に使うのかというのは、これからの社会をど

うしたいかという意思表示、「お金による投票」なのだということを考えさせてくれます。 

 

 

 中野 進 教授 

本人訴訟を自ら実際に行なったことによって、『法感情』に関するイェーリング教授の記述が、25年前の院生時

代と異なり、現時点においては、あたかも自分自身の記述であると思えるほど納得の行く文章であることに気が付い

た。 

イェーリング教授は、『法感情』に関して次のように述べている。 

 即ち、「法感情も無傷の状態にあるうちは、ふつうそれがなんであるか、またそこになにがかくされているかを意

識することはない。ところが権利侵害は法感情を告白させ、真理を白日のもとにさらし、力を発揮させる拷問である。

権利は人格の精神的生存条件であり、権利主張は人格そのものの精神的自己保存である。法感情がこうむった侵害に

対して事実上反応する力は、法感情の健康さを試す試金石である。この感情が感ずる苦痛の度合いは、被害をうけた

財貨にどんな価値があるのかを教えてくれる。しかし、苦痛を感じながら、そこに含まれている警告を無視すること、

自分を守ることもせずにいたずらに苦痛を我慢することは法感情の否定であって、多分個々のケースをみれば事情に

よって許される場合もあろうが、永いあいだには法感情そのものに対してもっとも有害な結果をもたらしてしまう。

法感情の本領は行為であるから－行為なしですまさなければならない場合には、この感情は活力を失って、次第にま
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ったく鈍感になり、ついにはほとんど苦痛を感じなくなってしまう。感受性、すなわち権利侵害の苦痛を感ずる能力

と、実行力、つまり攻撃を撃退する勇気と決断は、私見では健全な法感情の2つの規準である。」と述べている（ル

ドルフ・フォン・イェーリング 著、小林 孝輔、広沢 民生 訳『権利のための闘争』日本評論社、

昭和54年〔1979年〕、54－58頁）。 

 

 

 羽生 節子 教授 

①高塚 人志 著『命にふれる授業 —鳥取．赤碕高校の取り組み』 

 レク授業（人間関係体験学習）を実践するスタッフの一人として取り親しんできた8年間の記録。教職を目指す学

生に読んでほしい本。 

 

②宮本 延春 著『オール１の落ちこぼれ、教師になる』 

 どん底を経験して分かったことは「目標を持てば必ず夢はかなう…」 

 

③扇谷 正造 著『諸君！名刺で仕事をするな』 

 週刊朝日の名編集長といわれた扇谷氏が、自己の経験をもとに新社会人に贈る金言。 

 

④新渡戸 稲造 著 奈良本 辰也 訳 『武士道』 

 英文で書かれ、海外で読み続けられる名著。 

 

⑤壷井 栄 著『二十四の瞳』 

 女教員と教え子たちの素朴な愛情と人間的なつながりを描いた感動の名作。 

 映画化で一躍脚光を浴びる。 

 

 

 小山 正俊 教授 

『人間の条件』 五味川 純平 著 

 高校時代、本を読もうとしない私のことを心配して、担任の先生がこれを読めと進めてくれた本が『人間の条件』

です。ともかく長いです。私が読んだときは一冊でしたので、枕に出来るくらいの厚さがありました。（現在は上中

下の３分冊になっているようです。） 

 しかし読み始めたら物語の面白さに寝る間も惜しむくらいになります。一気に読み進むはずです。そして読み終わ

った後は何とも言えない高揚感と達成感が得られます。おかげで私は長い本の面白さに目覚め、毎週図書館に通って

は、吉川英二の『宮本武蔵』『三国志』、司馬遼太郎の『竜馬が行く』等を読む高校生活をおくりました。自分が本

好きになるのを決定付けてくれた作品となりました。 

 物語の舞台は第二次大戦中。正義感あふれる「梶」という青年が、世の中の不正に対抗して必死に生き抜きながら、

戦争という大きな時代の波に飲まれて、シベリアで人生の最後をむかえるという悲劇の物語です。戦争の不条理な残

酷さが描かれる終盤に圧倒された覚えがあります。 

 主人公が何もないシベリアの雪原で、愛する妻の幻影を見ながら倒れて死んでいくラストの場面は、涙なしでは読

み終えることは出来ません。 
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『運を育てる』 米長 邦雄 著 

 平成５年、この本の著者はプロ将棋界の最高峰のタイトルである「名人」の称号を50歳の時に初めて獲得しまし

た。それは「名人」というタイトルに初挑戦してから17年、7度目の挑戦で得たタイトルでした。プロの将棋界とは

もともと早熟の天才の集団です。将棋界に７つあるタイトルのほとんどは20代から30代前半の若者で占められてい

ます。そんな将棋の世界の中で当時50歳（遅咲き！）にして、米長さんが最高位である「名人」となったのは前代

未聞、空前絶後のことでした。 

 そのとき著作されたのが、この『運を育てる』です。若い頃より将棋の棋士という職業に就いて、勝負の世界に賭

けてきた自分の人生を振り返りながら、人間の幸福や不幸を決めるのは努力も大切であるが、実は「運」が大切であ

ることを米長さんは悟りました。 

 「運」を掴んで幸福になるには何が大切か。それは幸運をもたらす「勝利の女神」に好かれることである。ではそ

の「勝利の女神」に好かれるにはどうすれば良いのか。気まぐれな「女神」に自分を好きになってもらい幸福になる

方法を説いた本です。読後は、かならず笑顔になります。 

 

『決断力』 羽生 善治 著 

 前述の「運を育てる」の著者、米長邦雄さんが50歳で名人になった翌年、米長さんの「名人」のタイトルに初挑

戦を決め、そして名人戦７番勝負に勝利して若干23歳で将棋の「名人」となったのが羽生善治さんです。将棋のこ

とは知らないとか興味がない人も、「羽生善治」の名前は知っている人が多いと思います。その後のめざましい活躍

により、それまでの将棋界という狭い世界を世間に広く認知させたのも羽生さんの功績です。将棋の勝負という孤独

な戦いの中で、如何にして「決断」するのか、また「集中力」を維持するのか。将棋のことは全くわからない人でも、

人生に迷った時に読む本として薦めます。名著です。 

 

「夏目漱石、川端康成、三島由紀夫、巨匠達の作品」 

 私は大学へ入学するまで、いわゆる純文学と呼ばれる作品は一切読んだことがありませんでした。もちろん受験科

目である「現代国語」の試験対策として、作品内容のさわりだけは知っていましたが。ある日、何となく三島由紀夫

の「春の雪」の文庫本を手にとってみました。読んでみると作品の内容は一切堅苦しくなく面白かったです。それか

ら日本文学の面白さを目覚めさせられた私は文庫本化されている夏目漱石、川端康成、三島由紀夫の巨匠達の作品を

全て読みました。 

 ともかく一度読むべしです。三人は日本の現代純文学の巨匠です。夏目漱石は比較的楽な「坊ちゃん」から始めて

最後は「明暗」へ至る道が良いと思います。川端康成は「細雪」が最初は良いかも知れません。三島由紀夫は「金閣

寺」から読み出すと良いでしょう。（かなり私の個人的な好みですが） 

 誰から読むか、どれから読むか、それは貴方のお好みですが、日本の文壇の巨匠と呼ばれる作者達の作品には当た

り外れはありません。誰でも良いので誰か一人の作品に触れることを薦めます。一度読み終わると次の作品へ手が伸

びるはずです。 

日本語の美しさに感動します。 

 

「火車」 宮部みゆき著 

 文学はどうも読みづらいと思う人は、ミステリー小説から入るのも良いかも知れません。 

私は個人的にもミステリーが大好きで、年末に「このミステリーが一番」が発表になると、すぐにその年のベストテ

ンの作品を購入してしまうほどです。ミステリー作家 宮部みゆきは出す本の全てが必ずベストテンに入るという人

気作家ですが、彼女の作品の中で、一番に押すのが「火車（かしゃ）」です。 

 クレジット詐欺の被害者となった女性の悲惨な人生を描いています。読後、犯人に同情してしまう何ともいえない

脱力感や寂寥感を忘れることは出来ません。 
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 長谷川 史明 教授 

 大学とは、《書物に親しみ、師に学び、友と語らう》ところだと思います。良き書物、良き師、良き友との出会い

は、一生の宝でしょう。学生時代に是非そのような書物・師・友に巡り会えることを期待してやみません。 

 さて、人間とは言語を使用する不思議な生き物で、数千にも及ぶ多種多様な言語が発生しました。また、文字が発

明されたことも画期的な出来事だったでしょう。書物とは、まさに文字の発明が大前提です。しかし長い間、読み書

きができる人は限られていました。いろいろな意味で、本が読めるということは、実は大変なことなのです。 

 ところで、私達は主に日本語を使って読み書きしているわけですが、戦後間もなく（約60年前）、いわゆる国語

改革が行われ、日本語の表記法（漢字や仮名遣い）に大きな変化が引き起こされました。みなさんは、「ゐ」や「ゑ」

という字を習いましたか？「いろは歌」を教わりましたか？さらに、「文語文」の伝統も消えかかっています。五千

円札の肖像・樋口一葉の「たけくらべ」が普通に読めますか？ 

 もちろん私も戦後教育を受けてきた世代なので、旧字・旧仮名は教わっていませんし、文語文もすらすら読めるわ

けではありません。以前は“それがどうした？”といった感じで気にも留めなかったのですが、最近なぜか“果たし

てこれでよいのだろうか？”という疑問を感じるようになりました。 

 言葉は人々の《ものの考え方・感じ方》に大きな影響を与え、ひいては社会全体の在り方に深く関わってきます。

日本語について考えることは、日本という国の歴史や文化について考えることにつながります。以下、そのようなこ

とを考えさせられた本をいくつか紹介します。興味のある人は是非読んで下さい。 

 

土屋 道雄『日本語よどこへ行く』（日本教文社、1992年） 

山本 夏彦『完本・文語文』（文春文庫版、2003年)  

 福田 恒存『私の國語教室』（文春文庫版、2002年）  

 青木 逸平『旧字力、旧仮名力』（ＮＨＫ出版・新書、2005年） 

 金谷 武洋『日本語に主語はいらない—百年の誤謬を正す』(講談社、2002年) 

 愛甲 次郎『世にも美しい文語入門』（海竜社、2008年） 

石川 九楊『縦に書け！—横書きが日本人を壊す』（祥伝社〔新書310〕、2013年） 

 ※なお本書は、同名の単行本（2005年）の新書版 

 

 

 畑井 清隆 教授 

 推薦図書として、私が複数回読んでいる書籍を紹介します。 

渡部昇一『知的生活の方法』（講談社現代新書、1976年） 

渡部昇一『続知的生活の方法』（講談社現代新書、1979年） 

 知的生活とは何かが、著者の経験や著名人の知的生活を紹介しながら説かれています。 

三浦綾子『氷点（上）（下）』（角川文庫） 

三浦綾子『続氷点（上）（下）』（角川文庫） 

 キリスト教信仰に関わる小説です。前者は自身のなかの原罪、後者は人に対する愛がテーマです。 

シモーヌ・ウェーユ著／石川湧訳『抑圧と自由』（東京創元社） 

シモーヌ・ヴェイユ著／田辺保訳『重力と恩寵—シモーヌ・ヴェイユ『カイエ』抄』（ちくま学

芸文庫） 

 フランスの哲学者による前者が社会哲学、後者が宗教哲学の領域の著作です。著者の社会と宗教に対する洞察力に

は驚かされます。前者には、シモーヌ・ヴェイユ著／冨原眞弓訳『自由と社会的抑圧』（岩波文庫）と
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いう新訳もあります。シモーヌ・ヴェイユ著／黒木義典・田辺保訳『労働と人生についての省察』

（勁草書房、1986年）には、知的生活とは正反対の工場労働者の生活が著者の実体験を踏まえて描かれています。  

今道友信『愛について』（中公文庫、2001年） 

今道友信『美について』（講談社現代新書、1973年） 

 哲学者による愛と美に関する著作です。内容が充実しています。 

霜山徳爾『人間の詩と真実－その心理学的考察』（中公新書、1978年） 

霜山徳爾『素足の心理療法』（みすず書房、2012年） 

臨床心理学に関する著作です。読み返すたびに新たな発見があります。 

 

 

 江﨑 一朗 教授 

『養生の実技』五木寛之・著、角川書店。 

著名な作家によるユニークで実践的な健康の哲学。 

 

『風景のなかの環境哲学』桑子敏雄・著、東京大学出版会。 

現代人が生きるうえでの風景の意味を考える。 

 

 

 近藤 諭 教授 

発想を変えよう！！ 

 

パオロ・マッツァリーノ 著 『反社会学講座』 イースト・プレ ス （定価1500円） 

パオロ・マッツァリーノ 著 『つっこみ力』 ちくま新書 （定価735 円） 

 読んでみると、どうも著者はどこかの大学の社会学の教員（日本人）らしい。著者紹介からして胡散臭（うさんく

さ）さ一杯の書物ですが、内容は「反」ではなく、正当派の社会学的発想に基づいた現実認識のあり方をわかりやす

く説明している良書です。社会学という学問は、「常識にとらわれない」「あたりまえと思われている」ことについ

て、常に「なぜ？」の問いを投げかける」という発想を持っています。そのためには、絶えず自分の周りの何気ない

忘れられがちな事柄に関心を持ち、自分の頭で考えぬくという作業を必要とします。何ものに対して「つっこむ」と

いう頭の使い方は、それまでの自分の世界観を大きく変えてくれることでしょう。 

 

阿部 真大 著 『居場所の社会学－生きづらさを超えて』 日本経済新聞出版社 （定価1785 円） 

 東京大学上野千鶴子ゼミ出身で、ジェンダー論、家族社会学、労働社会学を専門とする著者によるこの本は、非正

規労働、就職難、就活、ヤンキー、恋愛などをテーマに「いかに居場所を作り出すか」をテーマに、学問的な解説も

加えながら１つ上の次元から考察を加 えています。これからの社会での「生き方」を問う内容で、読後には、皆さ

んの「居場所」に対する考え方がきっと広がります。 
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 井上 隆 准教授 

皆さん方はおそらく、卒業後暫くして、大学で過ごした４年間が自分の人生の中で如何に貴重な時間であったかを

実感することでしょう。 

この貴重な４年間に、是非、大学生としてのリベラルアーツ（一般教養）を修得して頂きたいと思います。その為

の身近なアプローチは、古今東西・ジャンルを問わず様々な図書に接することだと思います。 

私が皆さんに推薦したい図書の一部は、次のものです。 

 

１ 山室 静『ギリシャ神話 付北欧神話』教養文庫 

２ エラスムス（沓掛良彦訳）『痴愚神礼讃』中公文庫 

３ 貝原益軒（杉靖三郎解説）『養生訓』徳間書店 

４ 笠原俊彦『企業の営利と倫理 Ｍ.ヴェーバー研究』税務経理協会 

５ マイケル・サンデル（鬼沢忍訳）『これからの「正義」の話をしよう』早川書房 

６ マイケル・サンデル（鬼沢忍訳）『それをお金で買いますか—市場主義の限界—』早川書房 

 

各図書の概要 

 

１ 西洋の文学、美術や文化思想を理解するには、キリスト教思想とともにギリシャ神話に触れてみることが大切で

す。 

本書を読み進めるうちに、ガイアの夜明け（テレビ番組タイトル）、パンドラの箱、ミューズ（ミュージックの

語源）、オデッセイ（ミニバンの名前）、オイディプス（エディプス）・コンプレックス等、日常生活でよく耳に

する単語が、実は、ギリシャ神話に由来していることが理解できることでしょう。 

２ エラスムスは、世界史の教科書にも登場するオランダの人文学者です。1511年に刊行された『痴愚神礼讃』は、

かつてのヨーロッパでの大ベストセラーとなったものです。エラスムスは、当時のヨーロッパ社会を冷徹な眼で見

つめ、人間というものがいかに愚かな存在で、愚行に明け暮れているかということを、自身を「痴愚女神」に扮し

ておもしろおかしく、同時に辛辣極まる風刺によって語っています。 

 特に、キリスト教世界に君臨して神聖視されていた教皇を頂点とするカトリック体制を容赦なく風刺し、それを

支える精神的支柱であったスコラ神学等の馬鹿馬鹿しさを徹底的に揶揄愚弄しています。このようなカトリック体

制批判に深く共感したドイツのルターは、やがて宗教改革を起こすことになります。 

３ 貝原益軒は、日本史の教科書にも登場する儒学者・本草（薬物）学者です。『養生訓』は、正徳3年（1713）

年に著され、8巻（第1・2巻は「総論」、第3・4巻は「飲食」、第5巻「五官：人間の生きている働き」、第6巻

「慎病：病気になったときの心得」、第7巻「用薬：薬の用い方」、第8巻「養老：老人の養生、幼児の養生、鍼

灸の用い方等）により構成されています。口語訳も充実しており、1日あれば読める内容だと思います。 

300年程前に著された教訓書でありながら、堅苦しい内容ではなく、精神的な平静（いわゆる精神的ストレス

の除去）が重要であることが既に著されており、一読の価値があると思います。 

４ マックス・ヴェーバー（以下、「ヴェーバー」と言います。）は、ドイツの社会学者・経済学者であり、1904

年に比較宗教社会学的研究の成果として『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』を著しています。 

ヴェーバーは、その著作において、職業統計のある現象（カトリックとプロテスタントとが混在している地域で

は、近代企業の資本所有者の地位および企業者の地位ならびに上層の熟練労働者の地位、特に、高度の技術的また

は商業的予備教育を受けた従業員の地位の多数がプロテスタントによって占められていること）に注目しました。 
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 ヴェーバーは、禁欲的プロテスタンティズムの天職倫理の研究を通じ、天職労働における実証により（神の）救

いの確信を得ようとする宗教心が、禁欲的生活基準としての資本主義の精神を生み、やがて営利の精神としての資

本主義の精神を生みだしたとしています。 

 本書は、当初、禁欲的であった資本主義の精神は、企業者が所有する富の増加を招き、ついには、「富の誘惑」

に負け、禁欲的生活基準という理想の放棄に至り、神に喜ばれるための営利が、営利の為の営利へと変わるにつれ、

資本主義の精神は、経済的生存条件となり、やがては米国に見られるような純粋な競争的情熱にもとづくスポーツ

としての営利の精神へと変容したとしています。 

 本書の初版は、2003年であり、「生産による価値の創造としての営利」が、「価値の収奪による営利」に変貌

したことによる弊害が、その後、2006年に我が国で起きた「ライブドア事件」や2008年にアメリカで発生した

「リーマンショック」で現実となったことは、非常に興味深いと思います。 

５ マイケル・サンデル氏（以下、「サンデル教授」と言います。）は、政治哲学が専門のハーバード大学教授です。

2010年に放映された『ハーバード白熱教室（ＮＨＫ教育テレビ）』をご覧になった方も多いかもしれません。 

 本書は、読者に対して「ＪＵＳＴＩＣＥ（正義）とは何か」を改めて問いかけています。サンデル教授は、「正

義にかなう社会は、ただ効用を最大化したり選択の自由を保証したりするだけでは達成できない。正義にかなう社

会を達成するためには、「善き生」の意味を我々がともに考え、避けられない不一致を受け入れられる公共の文化

を作り出さなくてはいけない。」と述べています。 

 本書には、「正義とは何か」を考えるケース・スタディとしてショッキングな事例も紹介されていますが、経済

危機から大災害に至るまで現代を覆う苦難の根底には、常に「正義」をめぐる哲学の問題が潜んでいることを改め

て認識させられることと思います。 

６ 上記５で紹介したサンデル教授の続編となるものです。世の中にはお金で買えないものがあると思われがちです

が、今や、ありとあらゆるものが売りに出されていることも事実です。例えば、「絶滅の危機に瀕したクロサイを

撃つ権利：15万ドル（南アフリカ）」、「家が火事になったときに消防車を派遣してくれるサービス：年間75ド

ル（米国・テネシー州）」、「病人や高齢者の生命保険を買って、彼らが生きている間は保険の掛け金を支払い、

彼らが死亡した際、保険内容により数百万ドルの死亡給付金を受け取るシステム（米国）」等の具体例を紹介しな

がら市場の論理が孕む問題点を浮き彫りにしています。 

 市場の論理に照らせば、これらの取引は、売り手と買い手の合意に基づき行われ、双方が取引のメリットを享受

する限り問題は無いでしょう。しかし、あるものが「商品」として売買されるとき、同時に「何か大事なもの」が

失われることがあります。 

 本書は、私たちの生活と密接にかかわる「市場主義」を巡り、市場の道徳的限界を考え抜く必要性を訴え、お金

で買うべきではないものが存在するかどうかを問いかけています。 
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 三浦 毅 准教授 

① 山本有三『路傍の石』新潮社版 

この作品は、主人公愛川吾一が裕福とは言えない家庭環境の中で、幼い頃から生きるべき道を模索しながら、自ら

の生き方を見出す過程を描いたものです。 

切望した中学に行かれず丁稚奉公を強いられた吾一が、その後文選工として働きながら夜学にかようことをきっか

けとして、それまで「てまえ」という言葉を強いられてきた中で「ぼく」という代名詞を使うことへの尊さをかみし

めている点が印象的です。 

作品を通じて、学ぶことの尊さのみならず、苦労を意地とまっとうな正義心で乗り越えていく主人公の力強さを感

じてほしい。 

② 田中成明『現代社会と裁判』（弘文堂，１９９６年） 

③ 田中成明『法への視座転換をめざして』（有斐閣、２００６年） 

 いずれも、法哲学・法理学を専門領域とされる田中成明教授がわが国における法システム・司法制度に関する現状

と問題点をとりあげ、①に関しては、民事訴訟をテーマに正義の実現過程としての民事訴訟の在り方についての論文、

また、②については、より広い視点から日本社会の法の考え方、法システムや司法制度の「法化」の促進を目指すた

めにどうあるべきかをテーマとした講演や論文をとりまとめられたものです。 

 法律を学ぶ者として、わが国の法意識の現状、法システムそれを支える司法制度の機能及びその問題点についてそ

の概観を把握し、これらについて問題意識をもつことが重要であると考え、これらの図書を推薦します。特に、民事

訴訟法を学ぶ上では、こうした大局的な問題意識を持っておくほうがより興味がもてるように思います。 

 

 

 大野 隆士 准教授 

◆スティーブン・レビー 著、松田 信子 翻訳、古橋 芳恵 翻訳 『ハッカーズ』工学社、1987 

 「ハッカー」という言葉は最近では間違った意味で使われることが多いが、本来は、冒険家・空想家・大胆な行動

家・芸術家といった意味があり、名誉の称号である。この本では、多数のインタビューにより、コンピュータ黎明期

のハッカーの様子を知ることができる。コンピュータが個人の手に届くものになり始めた当時の若者たちの人間ドラ

マとして書かれているので、コンピュータに詳しい人にも、そうでない人にもお薦めである。 

 

◆うえやまとち『クッキングパパ』講談社 

 クッキングパパは現在、週刊モーニングに連載中の漫画である(単行本は現在91巻まで出ている)。料理漫画にあり

がちな“うんちく披露型”ではなく、料理の楽しさが伝わってくる“料理実践型”の漫画である。ストーリーは、主

人公の職場や家庭を中心に料理を軸にしたほんわかとしたもの。九州各地の料理や芸能文化、ことばがたくさん出て

くるので、地域を知るにももってこいです。毎回、レシピが載っているので大学ではじめて一人暮らしを始めた学生

のみなさんにお薦めします。最後にお決まりのセリフ「料理って楽しいんですよー!!!」。 
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 関口 晃治 准教授 

 「本を好きになる方法は？」と言われても、そんな方法はないとしか答えられない。私は20歳になる頃までは大

の本嫌いであったから、そんな方法があるならば教えてほしかった。だから、今、私が大の本好きになっていること

には何の理由も方法も見当たらない、気がついたら好きになっていた。その理由を探さなくてはならないなら、本が

読みたいと思ったときに、手に取った本を面白いと思ったことかもしれない。もしくは、知人に紹介された本が興味

深かったからかもしれない。本を好きになる必要はないと思うが、本を好きになってからの方が、嫌いだったときよ

りも自分に彩が加わったような気がする。次に挙げる本がそんなきっかけになればよいと思う。 

『南の島のティオ』池澤夏樹（文藝春秋）文春文庫(￥448＋税) 

・・・「ここで誰かがその絵はがきを買いますね。そして友達か家族かにそれを送る。そうすると受け取った人は、

どうしてもこの島に来て、その絵はがきに写っている景色を見たくなるんです」・・・ 

 この話は、南の島に住む少年を主人公にした10編の短編からなる物語で、それぞれの話はどれも幻想的で、日常

のなかに非日常が交わっているようだ。言ってみれば、絵本を広げているような物語だと思う。絵本のような話では

あるが、楽しい話ばかりではなく、自然と人間との関係や人間のエゴなどいろいろと感じるものがあり、読むひとに

内容を強制しない物語だと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 志賀 玲子 准教授 

 私の専門は教育学・生涯学習なので、まずこの分野に入りやすい本を紹介します。学ぶ者の視点からわかりやすく

書かれていて、高校時代までは受身になりがちな「学び」の考え方ががらりと変わるはずです。 

 ■関口 礼子・小池 源吾 他 著『新しい時代の生涯学習』（有斐閣） 

 

 昨今、教育問題が次々に取り上げられていますので、教育の分野に興味を持つ人も多いと思います。教育学とはど

んな学問領域なのか、概観してみたい人はこの一冊を。 

 ■AERA Mook 『新版 教育学がわかる。』（朝日新聞社） 

 

 恋愛、就職、結婚、消費生活など、私たちは人生において段階的に様々な出来事に出会います。本書は、特に女性

のライフステージと法律との関わりについて具体的な事例を挙げて取り上げた法学入門書です。 

 ■副田 隆重・浜村 彰他著『ライフステージと法』（有斐閣） 

 

 室町時代に、父・観阿弥の遺訓にもとづき世阿弥が論じた能楽の聖典として知られる能芸論書です。芸術表現につ

いて書かれていますが、むしろ、人間の段階的な学び・習得の在り方や日本人の精神の真髄が語られた書といえます。

古典に触れて、今の私たちに活かせたり、啓発されたりすることは多いものです。 

 ■世阿弥『風姿花伝』（岩波文庫 他） 
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 同様に、偉人・先人の生き方や言葉から感銘を受けて、自分のモットーとなり、前向きになれることもあります。

今度は古代ローマの思想家を。セネカは、人生において誰もが遭遇するテーマを取り上げてストレートに説いている

ので、勇気がもらえます。「人は教えることによって、もっともよく学ぶ。」「生きることは生涯をかけて学ぶこと

である。」など、学びについても言い表されています。 

 ■中野 孝次『ローマの哲人 セネカの言葉』（岩波文庫） 

  

次に、本学周辺に目を向けてみましょう。知らないだけで、自分の身の回りの身近なところに多くの宝が埋まって

いることが発見できます。本書を手に、ぜひ足も向けてみましょう。 

 ■志學館大学 生涯学習センター・（旧）隼人町教育委員会 編『隼人学』（南方新社） 

 

 最後に、本との出会いについて、個人的な経験からお話ししたいと思います。 

 ■シラー『たくみと恋』（岩波文庫） 

 『世界の文学 新集5』 （中央公論社）では「たくらみと恋」として掲載されています。 

 高校時代、部活動で本邦初演（当時）のオペラ、ヴェルディ作曲「ルイーザ・ミラー」を上演することになって出

会った、このオペラの原作です。ドラマティックな悲恋物語ですが、まだ日本では知られていない作品で資料が乏し

く、探し方もわからないまま、ただただ必死に情報を集めた情熱が今でもよみがえる思い出の本です。シラーがベー

トーベンの「第九」の作詞者であることを知って大変感動したことも覚えています。 

 どんな本でも構いません。皆さんも、自分の好きなことや関心ある出来事、尊敬する人などをきっかけに、できる

だけたくさんの本を探してみてください。活字の世界が実は無限の世界であり、いかに自分の内面を広げてくれるも

のなのか、実感してほしいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 牧野 高志 講師 

○吉田眞澄著『ペットの法律案内』（黙出版） 

 最近『ペットブーム』という言葉をよく耳にしますが、ペットを飼うにあたって様々な法律問題に直面することが

あります。その法律問題がわかりやすく解説されています。「ペット」という身近な存在を通じて民事法の分野（特

に売買）を楽しく学ぶことができるでしょう。 

 

○菊田まりこ著『いつでも会える』（学習研究社） 

 この本は単なる「絵本」です。書かれてある文字数も非常に少ないです。「大学生にもなって絵本？」と思うかも

しれません。しかし、一文一文に含まれている「意味」は非常に奥深く、人にとって「大切なもの・かけがえのない

ものとは何か」を考えさせられます。人の感受性は成長とともに変化していくことから、この本を読む度に感じるこ

とが違ってくるのもこの本の魅力の一つです。内容に関してあえてこの場では触れませんが、一度読んでみる価値の

あるおすすめの一冊です。 
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 河野 総史 講師 

 社会人になると、ゆっくり読書をする時間なんて取れない。大学教員なんてものは本を読むのも仕事のうちである

はずなのだが、それでも仕事に関係ない本を読む時間を取るのは難しい。人間というのは不思議なもので、読書する

時間がなくなると読書したくなる。皆さんもいつかそんな日が来ると思うが、その時には読書の時間なんてほとんど

取れないと断言しておく。 

 以下に推薦図書をいくつか挙げている。内面をさらけ出すようで恥ずかしいので、書評めいたものは書かずに書名

を列挙してある。読んできた本を挙げるだけでも充分恥ずかしいのだが… 

 せっかく読んでみようと思っても、書いてあることが難しいとか、長過ぎて疲れるとか色々な理由で読むのが嫌に

なることもあるかも知れない。それなら読むのを止めて、他の本を読めば良い。私自身、途中で投げ出した本はいく

つもある。投げ出したはずなのに、何年か経ってから改めて読みたくなる本もある。読書ってそういうものだからそ

れで良いと思う。自分が興味を持てる本かどうかなんて読んでみなきゃ分からない。若い感性を持つ皆さんが、より

多くの本と接することを願う。 

 

 「武士道」新渡戸稲造著（三笠書房等） 

 「カラマーゾフの兄弟」ドストエフスキー著（岩波文庫、新潮文庫等） 

 「罪と罰」ドストエフスキー著（岩波文庫・新潮文庫等） 

 「異邦人」カミュ著（新潮文庫等） 

 「人間失格」太宰治著（新潮文庫等） 

 

 

 杉山 和之 講師 

『囚人狂時代』見沢知廉著（1998年、新潮文庫） 

『元死刑執行官だけが知る監獄の叫び』藤田公彦著（2008年、徳間書店） 

 刑法に興味のない人にも是非読んでもらいたい本です。内容はここでは書けません。おそらく衝撃を受けると思い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


