
No. ジャンル 書籍名 著者名 出版社 難易度

1 法律・政治 官僚たちの夏 城山三郎 新潮社 ★★

2 ローマ人の物語 １～１５ 塩野七生 新潮社 ★★

3 ライ麦畑でつかまえて J.D.サリンジャー 白水社 ★

4 変身 カフカ 新潮社 ★★

5 ギリシア・ローマ神話 ブルフィンチ（野上弥生子訳） 岩波書店 ★

6 怪談・奇談
ラフカディオ・ハーン（小泉八
雲）

講談社学術文庫 ★

7 老人と海 ヘミングウェイ 新潮社 ★

8 ファウスト（第一部・第二部） ゲーテ 新潮社 ★★

9 沈黙 遠藤周作 新潮社 ★★

10 カラマーゾフの兄弟 上・中・下 ドストエフスキー 新潮社 ★★

11 夜と霧 ｳﾞｨｸﾄｰﾙ．E．.フランクル みすず書房 ★★

12 変身物語（上・下） オヴィディウス 岩波書店 ★

13 古事記 上・下 － 岩波書店 ★★

14 イエスの生涯 遠藤周作 新潮社 ★★

15 不思議の国のアリス ルイス・キャロル 筑摩書房 ★

16 シーシュポスの神話 アルベール・カミュ 新潮社 ★★

17 日本書紀 上・中・下 講談社 ★★★

18 山椒大夫・高瀬舟 森鴎外 岩波書店 ★

京都文教大学の学生みなさんが、学生生活の間にぜひとも読んでおいてほしい図書を「京都文教大学

の１００冊」として選定しました。これらの図書はさまざまなジャンルから読みやすいもの、すこし歯

ごたえがあるものまで、幅ひろく選定されています。また、図書館に「京都文教大学の１００冊」コー

ナーを設置し、学生のみなさんが利用しやすいようになっています。みなさんぜひ、学生生活の間に京

18 山椒大夫・高瀬舟 森鴎外 岩波書店 ★

19 砂の女 安部公房 新潮社 ★★

20 桜の森の満開の下 坂口安吾 講談社 ★★

21 源氏物語 紫式部 岩波書店 ★★

22 ねじまき鳥クロニクル １～３ 村上春樹 新潮社 ★★

23 ポー傑作集－黒猫、モルグ街殺人 エドガー・アランポー 岩波書店 ★

24 萩原朔太郎詩集 萩原朔太郎 岩波書店 ★★

25 ソロモンの指環 コンラート・ローレンツ 早川書房 ★★

26 竜馬がゆく １～８ 司馬遼太郎 文藝春秋 ★

27 複製技術時代の芸術 ヴァルター・ベンヤミン 晶文社 ★★★

28 福翁自伝 福沢諭吉 岩波書店 ★★

29 ことばと文化 鈴木孝夫 岩波書店 ★★

30 カーネギー自伝 アンドリュー・カーネギー 中央公論新社 ★★

31 金閣寺 三島由起夫 新潮社 ★★

32 それから 夏目漱石 岩波書店 ★★

33 親鸞 吉川英治 講談社 ★

34 ダ・ヴィンチの謎 ニュートンの奇跡 三田誠広 祥伝社 ★

35 虞美人草 夏目漱石 岩波書店 ★★

36 芸術立国論 平田オリザ 集英社 ★★

37 深夜特急１～６ 沢木耕太郎 新潮社 ★★

38 裸のサル ～動物的人間像～ デズモンド・モリス 角川書店 ★★

39 私家版 日本語文法 井上ひさし 新潮社 ★★

40 ことばが劈かれるとき 竹内敏晴 筑摩書房 ★★

41 邪宗門 上・下 高橋和巳 朝日新聞社 ★★

42 背教者ユリアヌス 上・中・下 辻邦生 中央公論社 ★★

43 コンスタンティノープルの陥落 塩野七生 新潮社 ★

44 風土 和辻哲郎 岩波書店 ★★

45 日本とアジア 竹内好 筑摩書房 ★★

46 ローマはなぜ滅んだか 弓削達 講談社 ★★

文芸・評論

地理・歴史

京都文教大学の学生みなさんが、学生生活の間にぜひとも読んでおいてほしい図書を「京都文教大学

の１００冊」として選定しました。これらの図書はさまざまなジャンルから読みやすいもの、すこし歯

ごたえがあるものまで、幅ひろく選定されています。また、図書館に「京都文教大学の１００冊」コー

ナーを設置し、学生のみなさんが利用しやすいようになっています。みなさんぜひ、学生生活の間に京

46 ローマはなぜ滅んだか 弓削達 講談社 ★★

47 20世紀とは何だったのか 佐伯啓思 PHP研究所 ★★



48 世界史とわたし～文明を旅する～ 梅棹忠夫 日本放送出版協会 ★★

49 チベット旅行記 １～５ 河口彗海 講談社 ★★

50 バカの壁 養老孟司 新潮社 ★★

51 東大で上野千鶴子にケンカを学ぶ 遙洋子 筑摩書房 ★★

52 ヒロシマ・ノート 大江健三郎 岩波書店 ★

53 苦海浄土 石牟礼道子 講談社 ★

54 社会起業家 町田洋次 PHP研究所 ★★

55 沖縄ノート 大江健三郎 岩波新書 ★★

56 「わからない」という方法 橋本治 集英社 ★★

57 失敗の本質～日本軍の組織論的研究～ 戸部良一 中央公論新社 ★★

58 本の読み方 ～ｽﾛｰ・ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞの実践～ 平野啓一郎 PHP研究所 ★★

59 菊と刀 ルース・ベネディクト 講談社 ★★

60
ソフィーの世界 哲学者からの不思議な手紙 上・
下

ヨースタイン・ゴルデル NHK出版 ★

61 甘えの構造 土居健郎 弘文社 ★

62 プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 マックス・ヴェーバー 岩波書店 ★

63 唯脳論 養老孟司 筑摩書房 ★

64 沈黙の春 レイチェル・カーソン 新潮社 ★★

65 「教養」とは何か 阿部謹也 講談社 ★★

66 精神分析入門 上・下 フロイト 新潮社 ★★

67 ユング心理学入門 河合隼雄 培風館 ★★

68 コンプレックス 河合隼雄 岩波書店 ★★

69 東洋的な見方 鈴木大拙 岩波書店 ★

70 新約聖書 ★

71 ブッダのことば （訳）中村元 岩波書店 ★

72 意識の形而上学 井筒俊彦 中央公論新社 ★★★

73 じぶん・この不思議な存在 鷲田清一 講談社 ★★

74 武士道 新渡部稲造 PHP研究所 ★★

75 寝ながら学べる構造主義 内田樹 文芸春秋 ★★

社会・教育

地理・歴史

思想・心理・宗教

75 寝ながら学べる構造主義 内田樹 文芸春秋 ★★

76 旧約聖書 ★★

77 未来への記憶（上）（下） 河合隼雄 岩波書店 ★

78 哲学の現在 中村雄二郎 岩波書店 ★

79 影の現象学 河合隼雄 講談社 ★★

80 知的複眼思考法 苅谷剛彦 講談社 ★★

81 自分のなかに歴史をよむ 阿部謹也 筑摩書房 ★★

82 代表的日本人 内村鑑三 岩波書店 ★★

83 論理的に考えること 山下正男 岩波書店 ★★

84 てつがくを着て、まちを歩こう 鷲田清一 筑摩書房 ★★

85 なぜ勉強するのか？ 鈴木光司
ソフトバンククリエイ
ティブ

★★

86 「脳」整理法 茂木健一郎 筑摩書房 ★★

87 愛するということ エーリック・フロム 紀伊国屋書店 ★★

88 進化とはなにか 今西錦司 講談社 ★

89 種の起源 ダーウィン 八杉龍一訳 岩波書店 ★★

90 ウェブ進化論～本当の大変化はこれから始まる～ 梅田望夫 筑摩書房 ★★

91 科学者とは何か 村上陽一郎 新潮社 ★

92 進化しすぎた脳 池谷裕二 講談社 ★

93 時間の発見 コリン・ウィルソン 三笠書房 ★★

94 無限と連続 遠山啓 岩波書店 ★★

95 科学の目科学のこころ 長谷川眞理子 岩波書店 ★★

96 進化の隣人 ヒトとチンパンジー 松沢哲郎 岩波書店 ★★

97 治療文化論－精神医学的再構築の試み－ 中井久夫 岩波書店 ★★

98 社会的ひきこもり～終わらない思春期～ 斉藤環 PHP研究所 ★★

99 プロフェッショナルの条件 P・F・ドラッカー ダイヤモンド社 ★★

100 第三の道 ～効率と公正の新たな同盟～ アンソニー・ギデンズ
日本経済新聞出版
社

★★

医学・福祉

ビジネス・経済

科学、テクノロジー


