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1 ハマータウンの野郎ども : 学校への反抗・労働への順応
ポール・ウィリス

（訳）熊沢誠・山田潤
筑摩書房 1996 秋本光陽

（社会福祉学部）

2 チェルノブイリの祈り : 未来の物語
スベトラーナ・アレクシエー

ビッチ
（訳）松本妙子

岩波書店 2011 泉桂子
（総合政策学部）

3 戦争は女の顔をしていない
スベトラーナ・アレクシエー

ビッチ
（訳）三浦みどり

岩波書店 2016 泉桂子
（総合政策学部）

4 源氏物語を読む 髙木和子 岩波書店 2021 伊藤博美
（盛岡短期大学部）

5 日本語の大疑問 眠れなくなるほど面白いことばの世界 国立国語研究所（編） 幻冬舎 2021 伊藤博美
（盛岡短期大学部）

6
サイエンス・ライターが古文のプロに聞くこんなに深い日本
の古典

黒澤弘光、 竹内薫 筑摩書房 2019 伊藤博美
（盛岡短期大学部）

7 教育は何を評価してきたのか 本田由紀 岩波書店 2020 伊藤博美
（盛岡短期大学部）

8 A　Child　is　Born　赤ちゃんの誕生
レナルト・ニルソン

ラーシュ・ハンベルイェル
（訳）楠田聡

あすなろ書房 2016 井上孝之
（社会福祉学部）

9

これからの「社会の変え方」を、探しにいこう。 : スタン
フォード・ソーシャルイノベーション・レビューベストセレ
クション10

SSIR Japan (編集) SSIR Japan 2021 井上孝之
（社会福祉学部）

10 保育者の地平:私的体験から普遍に向けて 津守真 ミネルヴァ書房 1997 井上孝之
（社会福祉学部）

11
たちどまって考える　地球が燃えている: 気候崩壊から人類
を救うグリーン・ニューディールの提言

ヤマザキマリ
ナオミクライン

大月書店 2020 上原史子
（総合政策学部）

12
地球が燃えている : 気候崩壊から人類を救うグリーン・
ニューディールの提言

ナオミ クライン 大月書店 2020 上原史子
（総合政策学部）

13 長袖とヘッドフォン 加藤勝
エンジェルパ

サー
2021 宇佐美誠史

（総合政策学部）

14 ゆとりの法則 : 誰も書かなかったプロジェクト管理の誤解
トム・デマルコ
（訳）伊豆原弓

日経BP社 2001 岡本 東
（ソフトウェア情報学部)

15
世界で一番幸せなお産をしよう! あなたのお産を楽しく変え
る魔法のことば50

藤原紹生
ザメディアジョ

ン
2014 金谷ジャスミン

（看護学部）

16 ちつのトリセツ : 劣化はとまる 原田　純 径書房 2017 金谷ジャスミン
（看護学部）

17 しあわせなお産をしよう : 自然出産のすすめ (DVDブック) 吉村　正 春秋社 2006 金谷ジャスミン
（看護学部）

18
助産師uticoが伝えたい未来のいのちのために いまできるこ
と

utico
ギャラクシー

ブックス
2017 金谷ジャスミン

（看護学部）

19 心は実験できるか : 20世紀心理学実験物語
ローレン・スレイター

（訳）岩坂 彰
紀伊國屋書店 2005 菊地学

（社会福祉学部）

20 人新世の「資本論」 斎藤幸平 集英社新書 2020 熊本哲也
（高等教育推進センター）

21 教養の書 戸田山和久 筑摩書房 2020 熊本哲也
（高等教育推進センター）

22 デタラメ : データ社会の嘘を見抜く
カール・T・バーグストローム

ジェヴィン・D・ウエスト
（訳）小川敏子

日本経済新聞出版 2021 槫松理樹
（ソフトウェア情報学部）

23 学びのきほん : 人生が面白くなる学びのわざ 齋藤　孝 NHK出版 2020 斉藤涼子
（看護学部）

24 脳が作る３D世界 藤田一郎 化学同人 2015 眞田尚久
（ソフトウェア情報学部）

25 近代の虚妄：現代文明論序説 佐伯啓思 東洋経済新報社 2020 杉谷和哉
（総合政策学部）

26 知性は死なない：平成の鬱をこえて 與那覇 潤 文藝春秋 2021 杉谷和哉
（総合政策学部）

27
イラスト講義 世界経済：不透明な世界情勢を読み解くための
政治経済学

清水習 一色出版 2018 杉谷和哉
（総合政策学部）

28 反・幸福論 佐伯啓思 新潮社 2012 杉谷和哉
（総合政策学部）

29 実力も運のうち：能力主義は正義か？
マイケル・サンデル

（訳）鬼澤忍
早川書房 2021 杉谷和哉

（総合政策学部）



教員推薦図書一覧

No. 図書タイトル 著者名 出版者 出版年
推薦者

（敬称略、五十音順）

30 99%のためのマルクス入門 田上孝一 晶文社 2021 杉谷和哉
（総合政策学部）

31 自由と民主主義をもうやめる 佐伯啓思 幻冬舎 2008 杉谷和哉
（総合政策学部）

32 従順さのどこがいけないのか 将基面貴巳 筑摩書房 2021 杉谷和哉
（総合政策学部）

33 ハワーズ・エンド
E.M.フォースター
（訳）小池滋訳

みすず書房 1994 高橋聡
（社会福祉学部）

34 「民主」と「愛国」 小熊英二 新曜社 2002 高橋聡
（社会福祉学部）

35 日本社会のしくみ : 雇用・教育・福祉の歴史社会学 小熊英二 講談社現代新書 2019 高橋聡
（社会福祉学部）

36 民主主義を救え！
ヤシャ・モンク
（訳）吉田徹

岩波書店 2019 高橋聡
（社会福祉学部）

37 自己責任の時代 : その先に構想する、支えあう福祉国家
ヤシャ・モンク

（訳）那須耕介, 栗村亜寿香
みすず書房 2019 高橋聡

（社会福祉学部）

38 スローカーブを、もう一球 山際淳司 角川書店 1985 富澤浩樹
（ソフトウェア情報学部)

39 津軽 太宰　治 新潮文庫 2004 原　瑞恵
（看護学部）

40 子どもと出会う 吉田章宏 一莖書房 1996 福島裕子
（看護学部）

41
がんになった緩和ケア医が語る「残り2年」の生き方、考え
方

関本剛 宝島社 2020 細川　舞
（看護学部）

42 冒険と日本人 本多勝一 朝日新聞社 1990 三須田善暢
（盛岡短期大学部）

43 法史学への旅立ち
石川一三夫
矢野達雄

法律文化社 1998 役重眞喜子
（総合政策学部）

44 スウェーデンの小学校社会科の教科書を読む 鈴木賢志 新評論 2016 役重眞喜子
（総合政策学部）

45 虐待死 : なぜ起きるのか、どう防ぐか 川崎二三彦 岩波新書 2019 役重眞喜子
（総合政策学部）

46 ドイツの地方都市はなぜクリエイティブなのか 高松平藏 学芸出版社 2016 役重眞喜子
（総合政策学部）

47 福祉と住宅をつなぐ : 課題先進都市・大牟田市職員の実践 牧嶋誠吾 学芸出版社 2021 役重眞喜子
（総合政策学部）


