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国際社会文化コース図書リスト

下の表の書籍は学生が利用できるようにと、国際社会文化コースで購入したものです。

コース所属教員の授業（＜ ＞内に教員名と授業名）で参考書として使用したり、読むべ

きものとして推薦する書籍です（各教員の研究室においてあります 。少人数の授業（基）

礎ゼミナール、プロゼミナール、演習、個別演習、外国語演習など）で各受講生に貸し出

して、授業のために読むようにと渡される場合もあります。授業以外でも読みたい人には

貸し出しますので、各教員から借り出してください。

、 、 、授業を通じて 色々なことに関心を持ち 様々な書籍の存在を知り

各種の書籍を読み漁ってください。一冊の本を読むと、大抵は巻末に

参考文献が掲げてあります。その中の書籍を「芋づる式」に読んでい

くと一つのテーマを深めることができ、さらに関連する分野への視野

も広がります。また、全体を見てみるとある教員が自分の授業のため

に選んでいる本が他の教員が選んだ本と重なり合ったり、非常に近い

内容であったりしています。それぞれの本には一人の教員の名前しか

書いてありませんが、実際には複数の教員が一つの本を推薦している

場合があります。そこに各授業の関連性があります。各授業をバラバ

ラに受けるのではなく、関連性を強く意識して読書や勉学に励んで下さい。

読書は将来のための財産になります。効果はすぐには現れませんが、時間がたつに連れ

て、気がつかずに効果が現れます。相撲界でいう「３年先の稽古 （今ではなく３年先に」

効果が現れるように今一生懸命稽古をすること）のようなものです。

このリストは購入図書以外にも授業との関連で推薦する図書も加

えていきます。これからも少しずつ充実して行く予定ですので、参

考にしてください。各欄には教員のコメントがついています。学生

の皆さんも書き加えてくれることを期待しています。
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「世界の歴史」 全３０巻（中公文庫） 斉藤＞＜

各巻の詳細については問い合わせて下さい。ただし、まだ完結していません。

石城謙吉『 森林と人間』（岩波新書）＜髙木・現代ドイツ研究／ヨーロッパ文化論＞

都市郊外にある「都市林」のあり方について紹介した好著。スイスやドイツの実態

とそれを支える思想についても論究してあり、環境問題の一側面としておおいに参考に

なる。

大平雅巳『西洋陶磁入門』 岩波新書）＜髙木・ヨーロッパ文化論＞（

ヨーロッパの代表的な焼き物について歴史や生活文化とともに述べてある。ヨーロ

ッパの焼き物は中国や日本などアジアからも影響を受けているので、文化交流史の側面

も知ることができる。カラー版新書でたくさんの写真が楽しい。

植田重雄『聖母マリア』 岩波新書） ＜髙木・ヨーロッパ文化論＞（

広くヨーロッパに見られるキリスト教の「聖母崇拝」に焦点を当て、聖母マリアにか

かわる伝承・伝説・賛歌・年中行事・芸術について詳しく述べている。久し振りに復刊

された。

酒井健 ゴシックとは何か 大聖堂の精神史 ちくま学芸文庫）＜髙木・ヨーロッパ文化『 （』

論＞

ヨーロッパの教会建築の代表的な様式である「ゴシック 。この様式がどのようなも」

のか、誕生から受難、そして復活までを歴史や文化の側面から縦横に論じている。ヨー

ロッパ旅行で必ず目にするゴシック建築を理解するための必読書。

森島恒雄『魔女狩り』（岩波新書）＜髙木・ヨーロッパ文化論＞

ヨーロッパの負の歴史 「魔女狩り」は中世に起こったことではなく、人間性や合理、

的精神を尊重したルネサンス以降猖獗を極めた。日本の歴史学者が書いた古典的名著。

大学生の時に読んでショックを受けたの覚えています（髙木 。）

上山安敏『魔女とキリスト教 ヨーロッパ学再考』 （講談社学術文庫）＜髙木・ヨーロッパ文

化論＞

「魔女」の淵源を辿り、太古から魔女狩りまでの経緯を精神史的に詳しく叙述してい

る。人間の差別心がどこから生まれるかも考えさせる。

ギー・テスタス『異端審問』 白水社文庫クセジュ） ＜髙木・ヨーロッパ文化論＞（

ヨーロッパおよび新大陸における宗教裁判の実体、その成立と消滅の過程、裁判の実

際、各国での状況などを 世紀から第二ヴァチカン公会議まで、逸話を交えて紹介す12
る。

関哲行『スペイン巡礼史 「地の果ての聖地」を辿る』 講談社現代新書） ＜髙木・ヨーロ（

ッパ文化論＞

スペイン北西部大西洋に面したサンティアゴ・デ・コンポステーラはキリスト教の３

大聖地の一つで、訪れる巡礼の列は途切れることがない。この本はサンティアゴ巡礼を

民衆信仰、観光などから全体的に読み解いている。
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小岸昭『離散するユダヤ人 イスラエルへの旅から』（岩波新書）＜髙木・ヨーロッパ文化

論＞

イベリア半島からのイスラム勢力の一掃とスペイン統一がなった１４９２年（コロン

ブスの「新大陸発見」の年でもある）にはスペインでのユダヤ人迫害も始まった。この

ためにヨーロッパ各地へ離散したスペイン系ユダヤ人（セファルディ）の足跡を辿る好

著。久し振りに増刷された。

田中克彦『エスペラント』（岩波新書）＜髙木・ヨーロッパ文化論＞

エスペラントは誕生して約１２０年の歴史を持っている。この、言語学の専門家では

ない一個人に考案された「国際語」は、言語学者からは「異端の言語」として、為政者

からは国家の枠組みをこえる「危険な言語」として見られた。この言語のもつ意義を言

語学の立場から説き明かした好著。

鯖田豊之『肉食の思想 ヨ－ロッパ精神の再発見』 （中公新書） ＜髙木・ヨーロッパ文化

論＞

肉食文化と動物愛護という一件矛盾したヨーロッパ人の態度を、彼らの食生活から解

き明かし、ヨーロッパ思想の核心に迫ろうとしたロングセラー。

舟山信次『毒と薬の世界史』（中公新書） ＜髙木・ヨーロッパ文化論＞

古代から現代に至るまで人間が毒や薬とどのように付き合ってきたかを紹介。記述は

ヨーロッパだけでなく、アジアを含め全世界を対象としている。本書で重要な視点は毒

と薬は全く別ものではなく、同じものが使い方により、毒にも薬にもなることである。

小泉武栄『登山の誕生』（中公新書）＜髙木・ヨーロッパ文化論＞

副題に「人はなぜ山に登るようになったのか」とある。ヨーロッパでは山は古来「悪

魔の棲家」であり、登山の対象になったのは近世以降である。山を「聖地」とする「山

岳信仰」を持つ日本との対象で山に対する見方の歴史を論じている。

岩切正介『ヨーロッパの庭園』 中公新書） ＜髙木・ヨーロッパ文化論＞（

イタリア・ルネサンスで開花したヨーロッパの庭園文化はフランスで幾何学式庭園、

イギリスで風景式庭園を生んだ。それぞれの庭園様式を社会や文化の側面から歴史的に

辿っている。

小倉孝誠『パリとセーヌ川』（中公新書）＜髙木・ヨーロッパ文化論＞

パリはセーヌ川と切り離すことはできないが、この本では昔のガイドブック、文学、

絵画などから、錯綜したパリのイメージをセーヌ川に関わって様々な側面から解明して

いる。

上田和夫『ユダヤ人』（講談社現代新書）＜髙木・ヨーロッパ文化論＞

ユダヤ人に関する本は夥しくあるが、偏見や誤解、誹謗中傷にあふれた「きわもの」

も多く、新書サイズでユダヤ人についてきちんと書かれたものはさらに数少ない。この

本はユダヤ人の歴史や文化の概略を正面から要領よくまとめたロングセラー。

永積昭『オランダ東インド会社』（講談社学術文庫）＜髙木・ヨーロッパ文化論＞

「東インド会社」については高校の歴史で聞いたことがあると思う。その一つである

オランダの東インド会社について詳述している。このことは近世におけるヨーロッパと

アジアの関わりを知る上で重要。
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堀米庸三『中世の光と影』 （上）（下）（講談社学術文庫） ＜髙木・ヨーロッパ文化論＞

ヨーロッパ中世が決して「暗黒の時代」ではなく、古典文化・ゲルマン精神・キリ

スト教の対立抗争をとおして次第に今の「ヨーロッパ」を形成していった過程を解明し

ている。

見田宗介『現代社会の理論―情報化・消費化社会の現在と未来』（岩波新書）＜園部＞

前期に使用する教科書の入門編的な位置づけの本。著者は学生時代に水俣病患者の支

援運動などにも関わり、実践と理論とを結びつける社会学を切り開いてきた人。社会学

的なまなざしを身につけるための基本書。

見田宗介『社会学入門―人間と社会の未来』（岩波新書）＜園部＞

前期に使用する教科書の入門編的な位置づけの本。著者は学生時代に水俣病患者の支援

運動などにも関わり、実践と理論とを結びつける社会学を切り開いてきた人。社会学的

なまなざしを身につけるための基本書。

塩川伸明『民族とネイション―ナショナリズムという難問』（岩波新書）＜園部＞

「民族とネイション」というテーマを扱った新書はいくつかあるが、その中で一番新

しいもの。

アマルティア・セン『人間の安全保障』（集英社新書）＜園部＞

インド出身の厚生経済学者である著者は、 年にノーベル経済学賞を受賞。グロ1998
ーバル化、持続可能な発展、人権と教育などについて論じた、現代社会の発展の方向性

を探る上での良質の入門書。

J.P.サルトル『ユダヤ人』（岩波新書）＜園部＞

ヨーロッパに根ざすユダヤ人差別の本質を、フランスの哲学者サルトルが論じてい

る。ユダヤ人に限らず、現代の外国人に対する差別を考える上でも参考になる。

片倉もとこ『イスラームの日常世界』（岩波新書）＜園部＞

イスラームはどのような宗教か、ムスリムの生活がどのようなものかを知るための

入門書。

湯浅誠『反貧困』（岩波新書）＜園部＞

フランスでは 年代から派遣労働と社会的排除が社会問題になってきた。日本で1990
も派遣労働やその結果としての貧困層の存在が注目されつつあるが、その実態をつぶさ

に記録した著書。

伊豫谷登士翁『グローバリゼーションとは何か?液状化する世界を読み解く』（平凡社新

書）＜園部＞

国際経済論を専門とする著者が、グローバル化の意味を分かりやすく解説している。

金子郁容『ボランティア』（岩波新書）＜園部＞

演習・参考書
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田中宏『在日外国人ー法の壁、心の溝』（岩波新書）＜園部＞

現代フランス研究・参考書

佐藤郁哉『フィールドワーク・書を持って街に出よう』 新曜社）＜園部＞（

フィールドワークをしない場合でも、調べて書くにはどうすればよいか、調査する人

間の視点についても論じた好著（推薦者が現地調査に入る前に熟読したバイブル 。）

澤田昭夫『論文の書き方』 講談社学術文庫）＜園部＞（

レポートや論文で、何をどう書いて良いか分からない人のための指南書。

ジャン=ドミニック・ジュリアーニ『拡大ヨーロッパ』 白水社文庫クセジュ）＜金澤＞（

ジャン=マリ・カルバス 死刑制度の歴史［新版］ 白水社文庫クセジュ）＜金澤＞『 （』

浅野素女『フランス家族事情――男と女と子どもの風景』 岩波新書）＜金澤＞（

伊藤章治『ジャガイモの世界史』（中公新書）＜金澤＞

岡田暁生『西洋音楽史―「クラシック」の黄昏』 中公新書）＜金澤＞（

庄司克宏『欧州連合──統治の論理とゆくえ』（岩波新書）＜金澤＞

高階秀爾『名画を見る眼』（岩波新書）＜金澤＞

内藤正典『ヨーロッパとイスラーム――共生は可能か』（岩波新書）＜金澤＞

ジャン＝フランソワ・ゲイロー／ダヴィド・セナ テロリズム 白水社文庫クセジュ）＜金『 （』

澤＞
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広河隆一『パレスチナ（新版）』（岩波新書）＜金澤＞

山本春樹『台湾原住民の現在』（草風館）＜高橋＞

山中恒『反日という呪縛 上製』（勁草書房）＜高橋＞

マイケル・ユー『パンダは日本に必要ですか？ 中国ソフトパワーの脅威』（ＰＨＰ研究所）

＜高橋＞

黄俊傑『台湾意識と台湾文化 台湾におけるアイデンティティーの歴史的変遷』（東方書

店）＜高橋＞

小林泉『地域研究概論』 晃洋書房）＜宮島＞（

地域研究とは何かを説明し、以下に取り組むかの方法論を示した入門テキスト

日本国際政治学会編『日本の国際政治学１--学としての国際政治』（有斐閣）＜宮島＞

国際政治学というディシプリンから、地域、世界、各国の問題にアプローチする日本

の代表的研究者たちによる最新のシリーズ

日本国際政治学会編『日本の国際政治学２--国境なき国際政治』（有斐閣）＜宮島＞

国際政治学というディシプリンから、地域、世界、各国の問題にアプローチする日本

の代表的研究者たちによる最新のシリーズ

日本国際政治学会編『日本の国際政治学３--地域から見た国際政治』（有斐閣）＜宮島

＞

国際政治学というディシプリンから、地域、世界、各国の問題にアプローチする日本

の代表的研究者たちによる最新のシリーズ

大芝亮『国際政治学入門』（ミネルヴァ書房）＜宮島＞

国際政治学の理論的枠組みから、 、民族を含むグローバル・イシューズまでわNGO
かりやすく解説する入門書
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「世界史リブレット」 全５６冊 山川出版社） 斉藤＞（ ＜

各冊子の表題・内容については問い合わせてください。

曽士才ほか ＜高橋・ 演習＞『アジア読本 中国 （河出書房新社）』

中国の制度、組織、生活について一通りの知識を求めるのに便利な一冊。ただし、最近

の中国での変化は著しいので、レポートなどに利用しようとする場 合は、必ず現状を確認

すること。同シリーズは台湾をはじめアジア各国のものがあるので、併せて読むと良い。

『フランス現代史-英雄の時代から保革共存へ （中公新書） ＜園部＞渡辺 啓貴 』

『ヨーロッパ市民の誕生 岩波新書）＜園部＞宮島喬 （』

『大欧州の時代-ブリュッセルからの報告 （岩波新書）＜園部＞脇阪 紀行 』

『多文化世界 （岩波新書） 園部＞青木 保 ＜』

青木 保 関連図書＞『異文化理解 （岩波新書）＜高木・』

授業で直接使うわけではないが、余裕があれば、読んで欲しい。異文化とは何かについ

て基礎的な知識が得られる本。

『コーヒーが廻り世界史が廻る （中公新書）＜園部＞臼井 隆一郎 』

『ことばと国家 （岩波新書）＜園部＞田中 克彦 』

『ポストコロニアリズム （岩波新書）＜園部＞本橋哲也 』

『バナナと日本人 （岩波新書）＜園部＞鶴見 良行 』

『エビと日本人 （岩波新書）＜園部＞村井 吉敬 』
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『エビと日本人Ⅱ （岩波新書）＜園部＞村井 吉敬 』

西江雅之 ・基礎ゼミ(06)＞『 食」の課外授業 （平凡社新書）＜高木「 』

2006年度の「基礎ゼミ」のテキスト。著者は言語学者 「食」のあり方を通じて （異）。 、

文化とは何かを知ることができる。印象的な事項＝「食べられるもの」と「食べるもの」

の違い。私たちは「食べられるもの」のほんの一部しか食べていない、何をどう食べるか

に文化の違いを見ることができる。

高橋輝和 ・プロゼミ＞『シーボルトと宇田川榕菴』 （平凡社新書）＜高木

蘭学者宇田川榕菴は津山藩（現在岡山県）の藩医。彼の蘭学修業とシーボルトとの交遊

を綴る本。オランダ語を学ぶとはどういうことだったかがよく理解できる。

片桐一男全訳注 ・プロゼミ＞『杉田玄白 蘭学事始 （講談社学術文庫）＜高木』

晩年の杉田玄白が草創期から 『解体新書』の翻訳を経て、蘭学が隆盛していく有様を回顧、

して綴った書。現代語訳、原文、注、解説からなっていて、蘭学の成り立ちを知るととも

に現在の外国語学習に多くの教訓を与えてくれる。

『ライン河物語 （岩波新書）＜高木・演習＞笹本 駿二 』

この本は少し古いが、ドイツで「父なるライン」と呼ばれるライン河が流域の国々にと

って社会や文化を語る上でどれほどの意義を持っているかを簡潔にまとめている。初版は

私が学生だったころで当時面白く読み、今でもいつも身近に置いている。

ドイツ史10講 （岩波新書）＜高木・演習、現代ドイツ研究＞坂井 榮八郎『 』

現代ドイツを理解するには、現在に至る過程を知らなければならない。コンパクトにド

イツの通史を理解できる本。

『フランス史10講 （岩波新書）＜高木・演習、現代ドイツ研究＞柴田 三千雄 』

。 、近代ドイツにとってフランスは重要な国 国境を接してずっとお互いをライバル視して

抗争を繰り返してきたが、今ではともにEUを牽引する重要なパートナーであり、フランス

を知ることはドイツ理解にも極めて有効。

ギリシア悲劇 講談社学術文庫）＜斉藤＞川島重成『 （』

バベルの謎：ヤハウィストの冒険 中公文庫）＜斉藤＞長谷川三千子『 （』
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社会科学における人間 岩波新書）＜斉藤＞大塚久雄『 （』

プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 岩波文庫）＜斉Ｍ. ウェーバー『 （』

藤＞

フランクリン自伝 岩波文庫）＜斉藤＞Ｂ. フランクリン『 （』

（２００９年４月現在）
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索引

7アジア読本 中国 曽士才ほか

4イスラームの日常世界 片倉もとこ

2異端審問 ギー・テスタス

7異文化理解 青木 保

3エスペラント 田中克彦

7エビと日本人 村井 吉敬

8エビと日本人Ⅱ 村井 吉敬

5欧州連合──統治の論理とゆくえ 庄司克宏

3オランダ東インド会社 永積昭

5拡大ヨーロッパ ジャン=ドミニック・ジュリアーニ

8ギリシア悲劇 川島重成

4グローバリゼーションとは何か?液状化する世界を読み解く 伊豫谷 登士翁

4現代社会の理論―情報化・消費化社会の現在と未来 見田宗介

7コーヒーが廻り世界史が廻る-近代市民社会の黒い血液 臼井 隆一郎

6国際政治学入門 大芝亮

2ゴシックとは何か 大聖堂の精神史 酒井健

7ことばと国家 田中 克彦

5在日外国人ー法の壁、心の溝 田中宏

8シーボルトと宇田川榕菴 高橋輝和

5死刑制度の歴史［新版］ ジャン=マリ・カルバス

9社会科学における人間 大塚久雄

4社会学入門―人間と社会の未来 見田宗介

5ジャガイモの世界史 伊藤章治

8「食」の課外授業 西江雅之

2森林と人間 石城謙吉

8杉田玄白 蘭学事始 片桐一男全訳注

2スペイン巡礼史 「地の果ての聖地」を辿る 関哲行

7「世界史リブレット」 全５６冊

2世界の歴史 全３０巻

2聖母マリア 植田重雄

5西洋音楽史―「クラシック」の黄昏 岡田暁生

2西洋陶磁入門 大平雅巳

7大欧州の時代-ブリュッセルからの報告 脇阪 紀行

6台湾意識と台湾文化 黄俊傑

6台湾原住民の現在 山本春樹

7多文化世界 青木 保

6地域研究概論 小林泉

4中世の光と影（上）（下） 堀米庸三

3登山の誕生 小泉武栄
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8ドイツ史10講 坂井 榮八郎

3毒と薬の世界史 舟山信次

3肉食の思想 ヨ－ロッパ精神の再発見 鯖田豊之

6日本の国際政治学 １ -- 学としての国際政治 日本国際政治学会編

6日本の国際政治学 ３ --地域から見た国際政治 日本国際政治学会編

6日本の国際政治学２ --国境なき国際政治 日本国際政治学会編

4人間の安全保障 アマルティア セン

7バナナと日本人―フィリピン農園と食卓のあいだ 鶴見 良行

8バベルの謎：ヤハウィストの冒険 長谷川三千子

3パリとセーヌ川 小倉孝誠

6パレスチナ（新版） 広河隆一

6パンダは日本に必要ですか？ 中国ソフトパワーの脅威 マイケル・ユー

6反日という呪縛 上製 山中恒

4反貧困 湯浅誠

5フィールドワーク・書を持って街に出よう 佐藤郁哉

9フランクリン自伝 Ｂ. フランクリン

5フランス家族事情――男と女と子どもの風景 浅野素女

7フランス現代史-英雄の時代から保革共存へ 渡辺 啓貴

8フランス史10講 柴田 三千雄

9プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 Ｍ. ウェーバー

7ポストコロニアリズム 本橋哲也

4ボランティア 金子 郁容

2魔女とキリスト教 ヨーロッパ学再考 上山安敏

2魔女狩り 森島恒雄

4民族とネイション―ナショナリズムという難問 塩川伸明

5名画を見る眼 高階秀爾

3ユダヤ人 上田和夫

4ユダヤ人 J.P.サルトル

5ヨーロッパとイスラーム――共生は可能か 内藤正典

3ヨーロッパの庭園 岩切正介

7ヨーロッパ市民の誕生 宮島喬

8ライン河物語 笹本 駿二

3離散するユダヤ人 イスラエルへの旅から 小岸昭

5論文の書き方 澤田昭夫


