
関学生協で「読書マラソン」開催中！

新学科開設記念プログラム開催中！

関西学院大学 総合政策学部



かくれた次元 エドワード・T・ホール ( みすず書房 )3,045 円【客野尚志先生】

教養教育は進化する 神戸女学院大学文学部総合文化学科（編）（冬弓舎）1,365 円
【中條道雄先生】

新しい人よ 眼ざめよ 大江健三郎（講談社文庫）560 円【井垣伸子先生】

環境問題の社会史   飯島　伸子 ( 有斐閣アルマ )2,310 円【今井一郎先生】

江戸時代にみる日本型環境保全の源流  農文協（編） ( 農山漁村文化協会 )
1,700 円【今井一郎先生】

地球環境問題の人類学　自然資源へのヒューマンインパクト
池谷　和信（世界思想社）1,995 円【今井一郎先生】

水の未来　世界の川が干上がるとき あるいは人類最大の環境問題
フレッド・ピアス 古草　秀子訳（日経 BP 社）2,415 円 【今井一郎先生】

歴史とは何か Ｅ・Ｈ・カー（岩波新書）819 円【小池洋次先生】

新訳　君主論　ニッコロ・マキャヴェリ　池田　廉訳（中公文庫）820 円【村上芳夫先生】

「星の王子さま」をフランス語で読む　加藤 恭子 （筑摩書房）945 円
【中野幸紀先生】

般若心経・金剛般若経　中村元・紀野一義訳註（岩波文庫）630 円【鈴木實先生】

論語 孔子（岩波文庫）840 円【鈴木實先生】

白洲次郎  占領を背負った男（上・下）北　康利（講談社文庫）各 520 円 
【鈴木實先生】

月と六ペンス　サマセット・モーム（新潮文庫）580 円【高畑由起夫先生】

種の起原 ( 上・下 )チャールズ・ダーウィン （岩波文庫）各 903 円 【高畑由起夫先生】

悲しき南回帰線 ( 上・下 ) レヴィ=ストロース（講談社学術文庫）
上 966 円・下 1,103 円【高畑由起夫先生】

　　　
（価格はすべて税込です）



日本の風景・西欧の景観―そして造景の時代 
オギュスタン・ ベルク（講談社現代新書）735 円【客野尚志先生】

照葉樹林文化とは何か―東アジアの森が生み出した文明
佐々木 高明（中公新書）1,029 円【客野尚志先生】 

地球環境キーワード事典 地球環境研究会（編） ( 中央法規出版）
1,575 円【客野尚志先生】

トポフィリア―人間と環境　イーフー・ トゥアン
（ちくま学芸文庫）1,575 円【客野尚志先生】 

知性について、他四篇　ショーペンハウアー（岩波文庫）588 円【鎌田康男先生】

モモ ミヒャエル・エンデ （岩波少年文庫）840 円【鎌田康男先生】

狭き門 アンドレ・ジード（岩波文庫）525 円【鎌田康男先生】

雪は天からの手紙―中谷宇吉郎エッセイ集 中谷 宇吉郎 ( 著 ), 池内 了 ( 編集 ) 
（岩波少年文庫）756 円【松村寛一郎先生】

ナニワ金融道：ゼニのカラクリがわかるマルクス経済学
青木 雄二（講談社＋ 文庫） 777 円 【村上芳夫先生】

日本＜汽水＞紀行－「森は海の恋人」の世界を尋ねて－ 
畠山重篤（文藝春秋） 1,800 円【長峯純一先生】   

オンリー・イエスタデイ―1920 年代・アメリカ　F.L. アレン （ちくま文庫） 1,155 円 

【高畑由起夫先生】

文明の生態史観  梅棹 忠夫 ( 中公文庫） 780 円【客野尚志先生】

照葉樹林文化―日本文化の深層 上山春平（中公新書） 693 円 【客野尚志先生】

（価格はすべて税込です）



プルターク英雄伝 プルターク（潮出版社）1,500 円【尾藤隆先生】

The Speeches of Barack Obama （朝日出版社）  1,050 円
【今泉信宏先生】

Hope On A Tightrope Cornel West（Hay House Inc）1,791 円
【今泉信宏先生】

Race Matters Cornel West（Vintage Books）1,162 円【今泉信宏先生】

落日燃ゆ 城山三郎（新潮文庫）580 円 【亀田啓悟先生】

峠　司馬遼太郎（新潮文庫）上 700 円、中 780 円、下 620 円【鈴木英輔先生】

パパラギ―はじめて文明を見た南海の酋長ツイアビの

演説集　エーリッヒ・ショイルマン編（ソフトバンク文庫）630 円
【高畑由起夫先生】

インターネット市民革命―情報化社会・アメリカ編 
岡部 一明 （御茶の水書房） 2,940 円【吉野太郎先生】

「情報社会」を読む　フランク・ ウェブスター（青土社）2,940 円 
【吉野太郎先生】

市民科学者として生きる 高木 仁三郎（岩波新書）　819 円 
【吉野太郎先生】

アクション別フィールドワーク入門 武田 丈・亀井 伸孝 ( 編 ) 
（世界思想社） 1,995 円【吉野太郎先生】

ライト、ついてますか―問題発見の人間学 
ドナルド・C・ゴース , G.M. ワインバーグ（共立出版）2,100 円

【伊佐田百合子先生】

ラッセル幸福論 Ｂ・ラッセル （岩波文庫）735 円【伊佐田百合子先生】

未来を拓く君たちへ　田坂広志（ＰＨＰ研究所）700 円 
【伊佐田百合子先生】 （価格はすべて税込です）



インターネットの光と影 （北大路書房）1890 円【中條道雄先生】

安心社会から信頼社会へ 山岸俊男（中公新書） 798 円 【古川靖洋先生】

経済倫理学のすすめ 竹内靖雄（中公新書） 756 円 【古川靖洋先生】

虚妄の成果主義 高橋伸夫（日経 BP）1,680 円【古川靖洋先生】

場の論理とマネジメント　伊丹敬之（東洋経済新報社）2,310 円 【古川靖洋先生】

銃・病原菌・鉄（上・下巻）―1万 3000 年にわたる人類史の謎　
ジャレド・ダイアモンド （草思社）上下各 1,995 円【久野武先生・安高雄治先生】

日本文化論　梅原猛（講談社学術文庫） 462 円 【亀田啓悟先生】

子どもの貧困　阿部彩（岩波新書）819 円【亀田啓悟先生】

「優」をあげたくなる答案・レポートの作成術　櫻田大造（講談社文庫）620 円【柴山太先生】

アメリカ大都市の死と生 J. ジェイコブス（鹿島出版会）2,310 円【室崎益輝先生】

公共空間としての都市　西村幸夫他（編）（岩波書店）3,045 円 【室崎益輝先生】

路地からのまちづくり　西村幸夫編著（学芸出版社）3,150 円 【室崎益輝先生】

環境経済入門（第 3版）三橋規宏 （日経文庫）1,050 円 【長峯純一先生】

日米関係史　五百旗頭真編（有斐閣） 2,520 円 【柴山太先生】

日本の近代 9　逆説の軍隊　戸部良一　（中央公論新社）2,520 円【柴山太先生】

近代日本の国際秩序論　酒井哲哉 （岩波書店）3,360 円 　【柴山太先生】

The Penguin History of the World  J.M.Roberts（Penguin Books）2,017 円【鈴木英輔先生】

世界の心理学５０の名著　エッセンスを学ぶ　Ｔ・バトラー＝ボードン （ディスカ
ヴァー・トゥエンティーワン）2,310 円【渡部律子先生】

いやな気分よ、さようなら‐自分で学ぶ「抑うつ」克服法 
デビッド・Ｄ・バーンズ（星和書 店）3,864 円【渡部律子先生】

生きる勇気　パウル・ ティリッヒ （平凡社ライブラリー）1,365 円【渡部律子先生】

 SYNC ーなぜ自然はシンクロしたがるのかー　スティーブン・ストロガッツ
（早川書房）2,310 円【山田孝子先生】

やわらかな遺伝子　マット・リドレー（紀伊国屋書店）2,520 円 【山田孝子先生】

混雑と待ち　高橋幸雄 , 森村英典（朝倉書店）4,095 円【山田孝子先生】

マクルーハン理論―電子メディアの可能性 　M・マクルーハン　
Ｅ・カーペンター（平凡社）1,260 円【伊佐田百合子先生】

（価格はすべて税込です）



福翁自伝 福沢諭吉（角川ソフィア文庫 )820 円【古川靖洋先生】

人類を救う哲学 梅原猛、稲盛和夫 (PHP 研究所 )1,365 円
【鎌田康男先生】

武士道　新渡戸稲造 ( 岩波文庫 )483 円【亀田啓悟先生】

はじめて学ぶフランス―関西学院大学講義「総合コース・

フランス研究」より―　関谷 一彦、山上 浩嗣、 細見 和志（編著）
（関西学院大学出版会）2,940 円【中野幸紀先生】

善の研究 西田幾多郎（岩波文庫）735 円【柴山太先生】

学問のすゝめ 　福沢諭吉（岩波文庫） 693 円 【鈴木實先生】

ローマの歴史　I. モンタネッリ （中公文庫）1,150 円 【高畑由起夫先生】

春の雪―豊饒の海・第一巻　三島由紀夫 （新潮文庫）660 円 
【鎌田康男先生】

中学生からの作文技術　本多勝一（朝日新聞出版）1,260 円
【亀田啓悟先生】

人民は弱し　官吏は強し　星 新一（新潮文庫）500 円【村上芳夫先生】

文章の品格　林望（朝日出版社） 1,260 円【園田明子先生】

漢字　生い立ちとその背景　白川静（岩波新書）777 円
【鈴木實先生】

国家の品格　藤原正彦 （新潮新書）714 円【鈴木實先生】

吾輩は猫である 　夏目漱石（新潮文庫）660 円【高畑由起夫先生】

（価格はすべて税込です）



希望格差社会　山田 昌弘 ( ちくま文庫 )714 円【中條道雄先生】

１０年後の日本　『日本の論点』編集部編 ( 文春新書 )767 円【中條道雄先生】

Lies My Teacher Told Me　日本版タイトル：「アメリカの歴史教科書問題 : 先生が
教えた嘘」　James W. Loewen(Bt Bound) 1,436 円【今泉信宏先生】

人間の安全保障 アマルティア・セン ( 集英社新書 )714 円【亀田啓悟先生】

日本の禍機  朝河貫一 ( 講談社学術文庫 )924 円 【小池洋次先生】

資本主義と自由 ミルトン・フリードマン ( 日経 BP)　2,520 円【長峯純一先生】

現代に生きるケインズ　伊東光晴 ( 岩波新書 )  777 円【長峯純一先生】

日本の統治構造－官僚内閣制から議院内閣制へ 飯尾潤 ( 中公新書 )
840 円【長峯先生・小池先生】

市民のアソシエーション―フランスNPO法 100 年　コリン コバヤシ
( 太田出版 )2,625 円【中野幸紀先生】

自動車の社会的費用 宇沢弘文 ( 岩波新書 ) 735 円 【斉藤憲晃先生】

定本 想像の共同体　B. アンダーソン ( 書籍工房早山 )2,100 円【斉藤憲晃先生】

自然の権利―環境倫理の文明史 ロデリック・Ｆ・ナッシュ ( ちくま学芸文庫 )
1,575 円【関根孝道先生】

権利のための闘争　イェーリング ( 岩波文庫 )525 円 【関根孝道先生】

谷中村滅亡史　荒畑寒村 ( 岩波文庫 ) 588 円【関根孝道先生】

日本と国連の５０年 明石康他（編）( ミネルヴァ書房 ) 2,940 円【園田明子先生】

欧州連合－統治の論理とゆくえ 庄司克宏 ( 岩波新書）  777 円 【園田明子先生】

21 世紀国際社会への招待 羽場久美子・増田正人編 ( 有斐閣 )2,310 円 
【園田明子先生】

バナナと日本人 鶴見良行 ( 岩波新書 ) 777 円 【鈴木實先生】

カミング・プレイグ―迫りくる病原体の恐怖

（上・下巻 )ローリー・ギャレット ( 河出書房新社 )　上下各 2,520 円
【安高雄治先生】

    
（価格はすべて税込です）



「総政の100冊」で「総政の100冊」で「総政の100冊」で

読書マラソン＠マイコネがスタートしています

」

関西学院大学生活協同組合


