令和2年度 第1回 プレエントランス・ガイダンス（2020/12/19）

社会学科 入学前推薦図書ガイド
※第2回 プレエントランス・ガイダンス（2021/2/13）までに、1冊以上読んでみよう。

人間・社会コース
現代社会論
大関雅弘先生

書

名

現代日本人の意識構造[第九版]

著編訳者名 NHK放送文化研究所（編）

2020年

出版年/価格

出 版 社

この本は、NHKが1973年から5年ごとに行っている、
かなり大きなアンケート調査の結果をまとめたもので
す。日本社会で日々生活を送っている人たちが、ふだ
んどんなことを考えているのか、家族、仕事、人間関
係、政治や国際関係、生き方などの項目に分けてデー
タを示し、解説しています。約50 年の間にずいぶん
変化した事柄もありますし、意外と変わらない事柄も
あります。高校生のみなさんでも気軽に読むことので
¥1,650 きる本です。社会学の入門書として、ぜひ読んでみて
ください。

日本放送協会放送文化研究所
（NHKブックス1228）

宗教社会学
藤谷 厚生先生

書

名

池上彰の宗教がわかれば世界が見える

著編訳者名 池上 彰

2011年

出版年/価格

出 版 社

書

名

¥800

文藝春秋（文春新書814）

学びを結果に変えるアウトプット大全

著編訳者名 樺沢紫苑

出版年/価格

出 版 社

現代社会がかかえる宗教問題に対して、池上彰氏が
分かりやすく解き明かしてくれるのが本書です。特
に、本書は８名の宗教学者や宗教者との対話形式で編
集されていますから、とても読みやすいのです。仏
教、キリスト教、イスラム教の３大宗教の基本概念の
みならず、それらの宗教的な社会現象についての疑問
や問題点を明確に解き明かしています。ぜひ、一度お
読みください。

2018年

¥1,450

サンクチュアリ出版
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沢山の本を読んだり、セミナーを受講したりして知
識を「インプット」しても、「アウトプット」の方法
を間違えていると、自己成長することはできません。
本書には、「日本一アウトプットをしている精神科
医」である著者が、数万時間を越える「アウトプット
経験」をもとに確立した、圧倒的に結果が出る「アウ
トプット術」が、分かり易く詳述されています。ぜ
ひ、ご一読ください。

人間・社会コース
産業社会学
津崎克彦先生

書

名

アニメーターの社会学

著編訳者名 松永 伸太朗

2017年

出版年/価格

三重大学出版会

出 版 社

書

名

皆さん、鬼滅の刃は見ましたでしょうか。私はずっと「お
にめつのは」と読んでいました。アニメを見る時間などな
いのです。私は「働くこと」の研究を専門としており、日
本の労働問題について、自ら過労死しそうになりながら考
えています。今回ご紹介させて頂くのは、アニメを「働く
個人」から(アニメーターの社会学)、「仕事と組織」から
(アニメーターはどう働いているのか)捉えた、同じ著者が
書いた2冊です。なぜ私がこの本を紹介させて頂くのか？そ
れは彼が私の後輩だからです。私は彼の論文を2回審査した
¥2,640 ことがあり、2回ともダメ出しをしました。彼が素晴らしい
のは、当時、私が指摘した問題を真剣に考えて調査をし、
本としてまとめあげたことです。そして、彼は私を追い越
していきました。「今度は彼が鬼殺隊を支える柱となるの
だ。」そう言い残して私は死んでいったのです。(つづく)
アニメーターの多くは、低賃金・長時間労働にさらされて
いますが、「好きでやっているんだから」と放置されてき
ました。著者である松永氏は実際はどうなのかと思い現場
を調査しました。アニメーターは締切を守ること以外で
は、強制の少ない自由な仕事です。しかし、自由だからこ
そ人々は彼が職人規範と呼ぶ高い規律を持ちながら働いて
います。現代のアニメを支える技能、例えば、平面の人物
のイラストを色々な角度から描いたり、作品ごとに異なる
要求の下で大量の作画をこなす能力は、厳しい規律がもた
¥3,080 らしたものです。しかし、作品のために全てを犠牲にして
燃え尽きた著名アニメーターを沢山生んでいることも事実
です。現代社会の働き方は自由になっています。こうした
あり方は正しいのか。いずれにせよ「俺は安全に出世した
いんだよ」とつぶやく私はこの社会で真っ先に殺される存
在なのでしょう。(おわり)

アニメーターはどう働いているのか--集
まって働くフリーランサーたちの労働社
会学

著編訳者名 松永 伸太朗

2020年

出版年/価格

ナカニシヤ出版

出 版 社

社会病理学
平井秀幸先生

社会学という学問は、高校までの「地理・歴史」や
「社会科」「公民」とは全く異なるものですが、同時
にそこで学んできた知識を土台としています。特に重
要なのは「歴史」、中でもヨーロッパ近現代史です。
綿引 弘（責任監修）, ほしのちあき
「歴史はちょっと…」という人は、これを機に復習し
著編訳者名
（画）, 小杉あきら（画）
てみるのはどうでしょうか。
本書はマンガですが、最低限の知識を得ることはで
きると思います。この本を出発点にして、入学までに
出版年/価格
2015年
¥680 いろいろな歴史本を読んで“歴男／歴女”を目指して
みては？
書

名

マンガ世界の歴史がわかる本

「フランス革命～二つの世界大戦」篇

三笠書房

出 版 社

書

名

生きのびるための犯罪（みち）

著編訳者名 上岡陽江

出版年/価格

出 版 社

2012年

イースト・プレス

本書は、自身も元薬物依存症の当事者で、現在は薬
物依存からのリハビリを支援する「ダルク」という施
設で施設長をしている上岡陽江さんの半生をつづった
自叙伝です。そうはいっても構える必要はありませ
ん。とても易しく、優しい言葉で綴られた小書ですの
で、２，３時間もあれば読み終えることができます。
この本のタイトルでは、「犯罪」に「みち」という
ルビがふってあります。上岡さんにとっては薬物使用
¥1,300 は犯罪であると同時に、自分を取り巻く暴力や痛みか
ら逃れ、自分を癒すための唯一のみち、つまり方法で
した。薬物使用を犯罪と信じて疑わない人にこそ、こ
の本の一読をすすめます。
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地域・メディアコース
メディア社会学
太田健二先生

書

名

ロボサピエンス・前史（上・下）

著編訳者名 島田虎之介

2019年

出版年/価格

講談社

出 版 社

書

名

表現文化の社会学入門

著編訳者名 粟谷佳司・太田健二（編）

2019年

出版年/価格

ミネルヴァ書房

出 版 社

今だからこそ大友克洋の『AKIRA』（個人的に一番好き
なマンガ）を載せてもよかったのですが、第23回文化庁メ
ディア芸術祭マンガ部門で大賞を受賞したこの作品を紹介
します。
タイトルや表紙からもおわかりいただけるように、ロ
ボットと人間の未来がさまざまな視点から描かれるショー
トSFのようなマンガです。われわれが暮らす現実の社会で
もいろんな場面でAIが普及し、ロボット技術も発展してい
各¥920 ますが、いずれAIやロボットに恋をして「結婚」する人も
あらわれるかもしれません。そうした「これから」を想像
する力は社会学を学ぶ上で、とても重要ですし、社会や個
人を深く考えることにもつながっていきます。
本書は、表現文化に関連する社会学的な理論を紹介しな
がら文化やメディアを考える方法を学ぶ第1部と、実際の
現代文化を分析する第2部から構成されています。大学で
の学びも、理論や方法を学んで、自分の関心のある対象を
調査・分析していきます。
ここで取り上げられている現代文化は、DJの音楽で踊る
クラブカルチャーや原宿のKawaiiカルチャー、「サブス
ク」と通称される定額音楽配信サービスなど、非常に多岐
¥2,800 にわたります。
現在進行形でめまぐるしく変化しているメディアや文化
について興味を抱いている人は、手に取ってみてはいかが
でしょう。

地域社会学
五十川飛暁先生

書

名

社会学は、これからの社会のあり方を考える際、そ
のヒントとしてさまざまな事実に学びます。たとえば
過去の事実なんかもそう。でも、過去といってもそれ
は、みなさんがこれまで学んできたような、国を動か
してきたエライ人たちの歴史ばかりではありません。
この本に描かれているのは、日本の地域社会で暮ら
してきた、フツウの人たちの生活の歴史です。少しば
かり前のわれわれの先輩たちは、どのようなことを考
¥900 え暮らしてきたのでしょうか。たいへんすぐれた記述
から、その発想、そして、社会学が学ぼうとする対象
の幅広さに触れてみてください。

忘れられた日本人

著編訳者名 宮本常一

出版年/価格

出 版 社

1984年

岩波書店（岩波文庫）

国際社会学
田原範子先生

スポーツをとおして現代社会のさまざまな出来事を
スポーツをひらく社会学
社会学的に考えてみる本です。全体は12章で構成さ
歴史・メディア・グローバリゼーション れ、多様なトピックを扱っています。たとえば、●ス
ポーツをテレビでみる、●宝塚歌劇と職業野球、●オ
リンピック<芸術競技><芸術展示><文化プログラム>、
著編訳者名 今泉隆裕・大野哲也編著
●道具とスポーツ、●スポーツと呪術、●スポーツに
国境はあるのか、●競技の平等性と人権、●小笠原諸
島におけるスポーツ、などです。スポーツの最前線を
出版年/価格
2019年
¥2,900 学びたい人はもちろん、スポーツに興味はないが社会
学に関心がある人にも役立つ本です。
書

名

出 版 社

嵯峨野書院
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心理コース
人格心理学
上野淳子先生

何やら怪しげな自己啓発本のニオイがしますが、い
やいや天下のスタンフォード大学心理学教授、やる気
「やればできる！」の研究
研究の世界的権威が、長年の研究成果をわかりやすく
解説してくれた本です。気は焦るけどどうしても取り
キャロル・S・ドゥエック（著）
かかれない、やる前から「どうせムリ」と思ってしま
著編訳者名
今西康子（訳）
う、失敗がどうしようもなく怖い、「やればできる
し」と言いながら一生やらない…それは全部困ったマ
インドセット（考え方）を持っているから。やる気の
出版年/価格
2016年
¥1,700 出るマインドセットを知れば、未来が変わるかもしれ
ません。
書

名

マインドセット

草思社

出 版 社

書

名

オオカミ少女はいなかった
心理学の神話をめぐる冒険

著編訳者名 鈴木光太郎

2008年

出版年/価格

心理テストであなたの心がわかったり、メンタリズ
ムで人をあやつったり、心理学ってすごいなあ。でも
それは本当に心理学? 大学で学ぶ心理学は実はずい
ぶん違います。実験などによる科学的実証が必要な
「学問」なのです。心理学につきまとう「ウサン臭
さ」を何とかしたい、ということで心理学の先生が書
いたこの本は、心理学に限らず大学での学問に必要な
論理的、科学的思考を知ることができます。学問的な
¥2,600 ことはよくわからなくても、あの有名なオオカミ少女
やらサブリミナルやらあれもこれも結局嘘、という情
報だけでも面白く読めるはず。

新曜社

出 版 社

認知心理学
田中晶子先生

書

名

うちの子は字が書けない
発達性読み書き障害の息子がいます

著編訳者名 千葉

出版年/価格

出 版 社

リョウコ

（監修：宇野

2017年

ポプラ社

著者の千葉リョウコさんは漫画家で、息子のフユさ
んがなかなか字が書けるようにならなかったことから
発達性読み書き障害という特性を知ります。「ひらが
なやカタカナは学校で習えば、普通に誰でも書けると
思っていた、でもそれがあたりまえではない人がいる
彰）
ことを知った」筆者は、フユさんが障害と診断される
までの幼稚園から小学校6年間、そして診断されてか
らの中学・高校生活を漫画につづりました。文字を読
\1200 んだり、書いたり、理解したりするためには様々な能
力（認知能力）が関わってきます。親子でトレーニン
グに励む日々とともに、読んだり書いたりすることの
背景にある認知能力についてもわかりやすく解説がさ
れています。

この本は、日常生活の中での素朴な疑問や関心に、
心理学者がどのように取り組み、答えを導き出そうと
しているのかについて、実例や図解を使ってわかりや
すく紹介しています。取り上げられるテーマの一例と
マークス・ウィークス （ジョン・ミル しては「私ってどんな人間？」、「思い込みの罠」、
著編訳者名
ディンホール監修） 渡辺滋人 訳
「記憶を信じていはいけない」などなど・・・。図や
イラストが多く楽しみながら読み進めることで、心理
学とはどのような学問でどんな研究がされているのか
出版年/価格
2015年
\2420 について概観することができます。入学前に心理学の
扉を開く１冊として、また、入学後にいろいろな心理
学の授業の中で学んだ事象についてさらに理解を深め
たい時の１冊として推薦したいと思います。
三省堂
出 版 社
書

名

10代からの心理学図鑑
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心理コース
臨床心理学
三宅麻希先生

書

名

精神科に行こう!
心のカゼは軽ーく治そう

著編訳者名 大原広軌 (著), 藤臣柊子（マンガ）

出版年/価格

出 版 社

2002年

みなさんの「精神科」のイメージはどんなもので
しょうか。この本では、パニック障害を経験した著者
の実体験が漫画も含めながら紹介されています。私に
は、パニック障害をはじめとする心の病とその治療の
イメージを理解するために一番役に立った本です。心
の病について学びたい人は、ぜひ楽しく読んでみてく
ださい。

¥596

文藝春秋（文春文庫PLUS）

カウンセリングは、「ワークショップ」とよばれる
体験型の研修を積みながら技術を学んでいきます。こ
フォーカシング指向アートセラピーetc.
の本は、私の専門とする「フォーカシング」という心
理療法と「アートセラピー」を組み合わせた技法を学
池見 陽，ローリー・ラパポート，三宅 ぶためのワークショップの記録をもとに、アートを用
著編訳者名
麻希
いたカウンセリングについて解説しています。写真が
たくさん載っていて見た目にも楽しい本です。授業で
も実際に体験することがありますので、雰囲気をつか
出版年/価格
2012年
¥2,000 むために読んでおかれるとよいでしょう。
書

名

出 版 社

アート表現のこころ

誠信書房

臨床心理学
茂木 洋先生

書

名

「こころ」はどこで壊れるか
精神医療の虚像と実像

著編訳者名 滝川一廣＋佐藤幹夫

出版年/価格

出 版 社

2001年

現在入手困難のため、
図書館で借りてください

子どもの精神医療に熱心に取り組んでこられた滝川
医師に、当時養護学校教員だった佐藤氏がインタ
ビューをした本です。発達障害や少年犯罪、精神鑑定
や精神医療の診断などに対して私たちがいかに多くの
誤解や思い込みを持っているかということが、対話の
なかで丁寧に解き明かされていきます。インタビュ
アーの佐藤氏は単なる聞き手にとどまらず、対話を通
して二人でこの本を作り上げていき、その様子はなか
なかエキサイティングです。マスコミ等でよく見かけ
るタレント精神科医（それとタレント心理学者）との
違いを、感じ取ってほしいと思います。

洋泉社

1968年から2001年にかけて原作が出版された、魔法
使いゲドが生きる世界を描いた物語です。この物語に
登場する魔法使いは決して万能の力を持つ存在ではな
く、「真の名を知り、真の言葉を語り、世界の調和を
アーシュラ・K・ル＝グウィン（著）
知って、しなければならないことだけをする」存在と
著編訳者名
清水真砂子（訳）
して描かれています。魔法使いだけでなく、影や闇の
世界、死などすべての存在があるべきものとして必要
とされ、それぞれが果たすべき役割を果たしていく、
出版年/価格
2009年
\680～960 世界とはそういうものだと教えてくれる本です。
「映画で観た」という人もいるでしょうが、あれは
原作の精神に背いたものだと作者自身がコメントして
います。ぜひ原作を読んでください。
岩波書店（岩波少年文庫）
出 版 社
書

名

ゲド戦記（全6巻）

5 ページ

歴史コース
地域史研究
曽野 洋先生

書

名

一万円札でおなじみの、福沢諭吉。大阪生まれの諭
吉は、江戸末期から明治時代という大変革期を、おも
しろく生き抜いた人物だ。家庭の事情で借金状態から
スタートした諭吉が、いつ誰と連携をし、どのような
創意工夫をしながら、教育者・事業家として成長し続
けたのか。そのプロセスが、話し言葉で綴られた『福
翁自伝』を読めばよく分かる。大阪にある四天王寺大
学で新たな学びを開始しようとしている、いろいろな
\1,070 可能性を秘めた新入生諸君に、ぜひお薦めしたい一冊
だ。

新訂 福翁自伝

著編訳者名 福沢諭吉

1978年

出版年/価格

岩波書店（岩波文庫）

出 版 社

日本史学
須原祥二先生

書

名

聖徳太子については、近年、これまでに言われてき
た人物像や業績を見直そうという意見が出ています。
この本はそうした意見にも充分配慮した穏当な内容の
一冊です。

聖徳太子

著編訳者名 吉村武彦

2002年

出版年/価格

岩波書店（岩波新書）

出 版 社

書

名

¥780

ここまで変わった日本史教科書

著編訳者名 高橋秀樹

出版年/価格

出 版 社

2016年

¥1,800

お父さんやお母さんの学んだ日本史と今の日本史は
どれだけ違うのか、文部科学省で教科書検定を仕事と
している教科書調査官やそのOBの研究者たちが解説し
た本です。「歴史を書き変える」と聞くと、何やら大
発見があったように感じる人が多いのではないでしょ
うか。でもこの本を読めば、そもそも歴史というもの
は日々少しずつ書き換わっていくものだということが
実感できるでしょう。

吉川弘文館

近現代史・国際交流
史
四方俊祐先生

この小説は、第二次世界大戦末期に自殺したとされるア
ドルフ・ヒトラーが2011年のドイツ・ベルリンにタイムス
リップしていた、という荒唐無稽な設定のブラックコメ
ディです。 ヒトラー本人は、2011年の現代社会では
「そっくりさんコメディアン」としてメディアに登場しま
著編訳者名 ティムール・ヴィルメシュ 著（森内薫 訳）
すが、一つの事件を契機に時代のヒーローとみなされてい
きます。
読み進めていくうちに、現代社会が抱える問題に対し
出版年/価格
2012年
\640(上下とも） て、ヒトラーの目線で語られる言葉に、初めは笑っていた
人々や報道メディアが次第に魅了されていく過程は、あな
がち現実社会でも起こり得ている気がして、私は背筋が寒
くなります。
河出書房新社
出版社
小説とは若干脚本内容が異なる映画版もおすすめです。
書名

帰ってきたヒトラー（上）・（下）
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歴史コース
書名

著編訳者名 鈴木哲也

出版年/価格

出版社

表紙にかかれているキャラクターが発している「分かり
やすい本には落とし穴がある。」というセリフが、この本
の内容をよく表していると思います。基礎的知識を持たな
い人に対して、わかりやすく説明することはもちろん大切
ですが、得てして誤解や曲解を生じることも起こります。
長年、大学出版会の編集に携わってきた著者が、多方面
の学術書と歩んできた自負とともに、「専門外の知識」を
学ぶことが複雑化した社会には必要だと語る姿には考えさ
￥1,500 せられます。
理系や古典などの様々な分野の学術書を紹介しながら、
物事への取り組み方や視点を示しているため、色々な方面
にアンテナを広げるのによいと思われます。

学術書を読む

著

2020年

京都大学学術出版会

社会教科教育法
中村洋樹先生

ネットのサイトやYouTubeの動画を見て歴史が好き
になった、学校の歴史の先生もユーチューバーを見習
えばいいのに・・・という声を聞く機会が増えてきま
した。歴史をどのように楽しむかは人それぞれかもし
れませんが、本格的に歴史を学ぶのであれば、研究者
著編訳者名 筒井清忠編
が書いた書籍から学ぶことが不可欠です。本書は、近
年の昭和史の研究成果を踏まえながら、戦後に関する
テーマが簡潔にまとめられています（上巻20講、下巻
出版年/価格
2020年 上・下巻ともに￥1100
21講）。各講の最後には「さらに詳しく知るための参
考文献」も掲載されていますので、興味を持ったテー
マについてさらに学びを深めることもできます。
筑摩書房（ちくま新書）
出版社
書名

昭和史講義【戦後篇】（上）（下）

書名

マンガ中学教員日記

著編訳者名 内田良監修、田中へこ

出版年/価格

出版社

中学校の先生は大変そうだと聞くけれども、自分で
もそれなりにできるのではないか、母校の先生からも
「教師に向いている」と言われたし・・・と考えて教
員を目指す人が最近多いように思います。しかし、実
際には皆さんが考えている以上に大変ですし、「それ
なりにできる」ものでもありません。教育現場の「ブ
ラック」な状況や教師の多忙化に関する書籍は多くあ
りますが、本書の殆どはマンガなので高校生の皆さん
¥1,500 にも読みやすい1冊となっています。教員として生活
することがどれだけ大変なのか実感してもらえると思
います。本書の最後には、教育社会学者の内田良先生
（名古屋大学）による緊急提言も掲載されています。

今日も働き放題

2020年

講談社

参考資料
第55回学生生活実態調査（2020）
全国大学生協連
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