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経済学部図書室展示企画『教員が経済学生にススメたい本』 

2014.1.23 update 

経済学部図書室展示企画 

 教員が経済学生にススメたい本 推薦図書リスト 

学部学生向け 

No 推薦教員 書名等 
出版者、出版年、版

次、ISBN等 
推薦文 カテゴリ 請求記号/所蔵状況 

A1 諸富 徹 生活保障の戦略－教育・雇

用・社会保障をつなぐ 

(宮本太郎編) 

岩波書店 

2013年 10月発売 

ISBN :  

9784000259224 

生活保障をキーワードとした、一線で活躍する

書き手による論集。本書で触発を受けて、この

問題領域に関心をもつきっかけとなるに違いな

い。 

■多様な文化/業種/視点

から経済/経営を見る 

13||2-2||Sei 

他 附図 1冊あり 

A2 諸富 徹 「幸せ」の経済学 

(橘木俊詔著) 

岩波書店 

2013年 6月発売 

ISBN :  

9784000291026 

いま関心の高まっている「幸福とは何か」という

問いに対して、経済学の観点からいまどのよう

な可能性があるのか、フロンティアを教えてくれる

本。 

■多様な文化/業種/視点

から経済/経営を見る 

2||2-2||Shi 

他 附図 1冊あり 

A3 諸富 徹 大いなる探求<上>経済学

を創造した天才たち 

(ナサー,シルヴィア著/徳川 

家広訳) 

新潮社 

2013年 6月発売 

ISBN :  

9784105415020 

ノンフィクションの手法を用いて書かれた経済思

想の歴史。単なる理論の発展史ではなく、時

代と格闘する経済学者たちの物語として引き

込まれる。 

■多様な文化/業種/視点

から経済/経営を見る 

未着 

他 附図 人環 経研 

各 1冊あり 

A4 諸富 徹 大いなる探求<下>人類は

経済を制御できるか 

(ナサー,シルヴィア著/徳川 

家広訳) 

新潮社 

2013年 6月発売 

ISBN :  

9784105415037 

ノンフィクションの手法を用いて書かれた経済思

想の歴史。単なる理論の発展史ではなく、時

代と格闘する経済学者たちの物語として引き

込まれる。 

■多様な文化/業種/視点

から経済/経営を見る 

未着 

他 附図 人環 経研 

各 1冊あり 

下の QRコードから 

展示資料リストの PDF が

ダウンロードできます。 

 

http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04683772
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04683772
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04683772
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04620158
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04620158
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04620585
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04620585
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04620585
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04620585
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04620586
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04620586
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04620586
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04620586
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No 推薦教員 書名等 
出版者、出版年、版

次、ISBN等 
推薦文 カテゴリ 請求記号/所蔵状況 

A5 諸富 徹 責任ある投資―資金の流れ

で未来を変える 

(水口剛著) 

岩波書店 

2013年 4月発売 

ISBN :  

9784000258968 

近年、投資はますます「投機化」し、環境を破

壊する経済活動を助長している側面もあるが、

本書は倫理に立脚した「責任ある投資」実現

に向けて、理念だけでなく、資産運用や情報

開示まで踏み込んで提言している。 

■多様な文化/業種/視点

から経済/経営を見る 

8||3-1||Sek 

 

A6 宇仁 宏幸 工場の哲学 

(中岡哲郎著) 

平凡社 

1971年 

学生時代に読んで感銘した。1970 年代に国

際的に発展する労働過程分析の先駆ともみ

なせる本。 

■不朽の名著 -学問の深

さが感じられる本- 

■先生自身の成長につなが

った本 

13||3-1||Koj 

他 附図 人環など 

所蔵あり 

A7 宇仁 宏幸 労働と独占資本 : 20 世紀

における労働の衰退 

(H・ブレイヴァマン著) 

岩波書店 

1978年 

中岡哲郎『工場の哲学』と重なる内容の本で

ある。日本とアメリカでほぼ同じ時期に、同じよ

うな内容の本が独立的に現れた点が興味深

い。 

■不朽の名著 -学問の深

さが感じられる本- 

2||2-2||Rod 

他 附図 人環など 

所蔵あり 

A8 宇仁 宏幸 もののみえてくる過程 

(中岡哲郎著) 

朝日新聞社 

1980年 

この本から、考え続けることの大切さを教わっ

た。 

■先生自身の成長につなが

った本 

13||1||Mon 

他 附図 人環など 

所蔵あり 

A9 澤邉 紀生 「経済人」の終わり―全体主

義はなぜ生まれたか 

(Peter F.Drucker著) 

ダイヤモンド社 

2007 

ISBN :  

9784478001202 

日本の経営者に最も影響力があると言われて

きたドラッカーの処女作であり、ドラッカーがなぜ

「組織の運営」をテーマとしたのか理解できま

す。 

■多様な文化/業種/視点

から経済/経営を見る 

13||2-3||Kei 

他 附図 1冊あり 

http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04565156
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04565156
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04565156
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/TW86086917
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/TW86086917
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/TW86043922
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/TW86043922
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/TW86043922
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/TW86193865
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/TW86193865
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB02516250
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB02516250
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB02516250
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No 推薦教員 書名等 
出版者、出版年、版

次、ISBN等 
推薦文 カテゴリ 請求記号/所蔵状況 

A10 澤邉 紀生 アメーバ経営 ―ひとりひとり

の社員が主役― 

(稲盛和夫著) 

日本経済新聞社， 

2006年 

ISBN :  

4532312957 

企業経営とそこで働くことの意義について、経

営と会計の観点から当代一流の経営者が持

論を展開しています。 

■多様な文化/業種/視点

から経済/経営を見る 

10||2-2||Ame 

A11 澤邉 紀生 戦略実現の組織デザイン 

(Robert Simons著) 

中央経済社 

2008 

ISBN :  

9784502283208 

組織デザイナーとしての会計専門家の役割に

ついて学べる好著です。 

■多様な文化/業種/視点

から経済/経営を見る 

10||2-2||Sen 

A12 堀 和生 砂糖の世界史 

(川北稔著) 

岩波書店 

1996年 

  18||2-1||Sat 

他 東南ア 医人健 

各一冊あり 

A13 堀 和生 日本の産業革命 

(石井寛治著) 

朝日新聞 

1997 

  17||4-3||Nip 

他 附図 1冊あり 

A14 堀 和生 高度成長 

(武田晴人著) 

岩波書店 

2008年 

  17||4-3||Kod 

他 附図 人環 

各 1冊あり  

http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB02409648
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB02409648
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB02409648
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB03012298
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB03012298
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/TW86287345
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/TW86287345
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04366746
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04366746
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB02588087
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB02588087
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 教員が経済学生にススメたい本 推薦図書リスト 

院生向け 

No 推薦教員 書名等 
出版者、出版年、版

次、ISBN等 
推薦文 カテゴリ 請求記号/所蔵状況 

B1 諸富 徹 叢書・現代社会学 社会関

係資本―理論統合の挑戦 

(三隅一人著) 

ミネルヴァ書房 

2013年 9月発売 

ISBN :  

9784623067367 

いまや、社会科学共通の基礎概念となった「社

会関係資本」概念。社会学のネットワーク論の

観点から、その理論化の糸口を提示した本。 

■多様な文化/業種/視点

から経済/経営を見る 

13||1||Sha 

他 附図 人環など 

所蔵あり 

B2 諸富 徹 経済成長がすべてか？―デ

モクラシーが人文学を必要と

する理由 

(ヌスバウム,マーサ・C.著/小

沢自然,小野正嗣訳) 

岩波書店 

2013年 9月発売 

ISBN :  

9784000227933 

A・センと並び、人文諸学と経済学にまたがる多

くの影響力ある仕事をしてきたヌスバウムの最新

訳書。「善き社会」とは何かを考えさせられる。 

■多様な文化/業種/視点

から経済/経営を見る 

19||2-6||Kei 

他 附図 1冊あり 

B3 諸富 徹 幸福度をはかる経済学 

(フライ,ブルーノ・S.著/白石

小百合訳) 

ＮＴＴ出版 

2012年 2月発売 

ISBN :  

9784757122734 

最近、関心が高まっている幸福の経済学に関

して、第一人者として業績を上げてきた著者の

最新訳書。研究を志す人にとっての最適な入

門書。 

■その他（上記以外） 2||2-2||Kof 

他 附図 経研  

各 1冊あり 

B4 宇仁 宏幸 構造変化と経済成長 

(L・L・パシネッティ著) 

日本評論社 

1983年 

大学院生のときに、経済理論の全体的な枠組

みと、あるべき姿をこの本から学んだ。 

■不朽の名著 -学問の深

さが感じられる本- 

■先生自身の成長につなが

った本 

2||2-2||Koz 

 

下の QRコードから 

展示資料リストの PDF が

ダウンロードできます！ 

 

http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04656478
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04656478
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04656478
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04651930
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04651930
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04651930
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04651930
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04651930
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04309855
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04309855
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04309855
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB00396942
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB00396942
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No 推薦教員 書名等 
出版者、出版年、版

次、ISBN等 
推薦文 カテゴリ 請求記号/所蔵状況 

B5 宇仁 宏幸 大転換 

(K・ポランニー著) 

東洋経済新報社 

1980年 

19 世紀末に起きた資本主義の大きな変化を

理解できる。 

■不朽の名著 -学問の深

さが感じられる本- 

10||2-2||Dai 

他 附図 人環など 

所蔵あり 

B6 宇仁 宏幸 人間の経済 I～II 

(K・ポランニー著) 

岩波書店 

1980年 

市場経済を考える視点を与えてくれる本。 ■不朽の名著 -学問の深

さが感じられる本- 

■多様な文化/業種/視点

から経済/経営を見る 

17||1||Nin 

他 附図 人環など 

所蔵あり 

B7 澤邉 紀生 ルールに従う 

(J. Heath著) 

NTT出版 

2013年 

ISBN :  

9784757142367 

社会秩序の形成における「ルール」の重要性を

規範的に論じた問題提起の書として、一読を

勧めます。 

■先生自身の成長につなが

った本 

19||2-3||Rur 

他 附図 法 

 各 1冊あり 

B8 澤邉 紀生 社会・組織を構築する会計 

(A.Hopwood & P.Miller

編著) 

中央経済社 

2003 

ISBN :  

4502240206 

学際的な会計研究の射程を理解する格好の

入門書です。 

■先生自身の成長につなが

った本 

■多様な文化/業種/視点

から経済/経営を見る 

10||1-2||Sha 

B9 澤邉 紀生 ヨーロッパ諸学の危機と超越

論的現象学 

(E.Husserl著) 

中央公論社 

1974 

ISBN :  

412000323X 

言わずと知れた現象学の名著です。自分自身

の研究の意味を理解するために一読を勧めま

す。意外とスラスラ読めるはず。 

■不朽の名著 -学問の深

さが感じられる本- 

■自身の成長につながった

本 

19||2-1||Yor 

他 附図 人環など 

所蔵あり 

http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/TW86033527
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/TW86033527
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/TW86027518
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/TW86027518
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04422424
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04422424
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB02112267
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB02112267
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB02112267
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/TW86089098
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/TW86089098
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/TW86089098
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No 推薦教員 書名等 
出版者、出版年、版

次、ISBN等 
推薦文 カテゴリ 請求記号/所蔵状況 

B10 堀 和生 世界資本主義と低開発

(A.G.フランク著) 

柘植書房 

1979年 

  3||1-1||Sek 

他 人環 経研など 

所蔵あり 

B11 堀 和生 アジア交易圏と日本工業

化 : 1500-1900 

(浜下武志,川 勝平太編) 

リブロポート 

1991 

  17||4-6||Aji 

他 附図 人環など 

所蔵あり 

B12 堀 和生 『日本経済史』第1巻～5巻 

(石井寛治ほか編) 

東京大学出版会 

2000年～2010年 

  17||4-3||Nip 

他 附図 経研 

所蔵あり 

B13 堀 和生 『講座 東アジア近現代史』

第 1～6巻 

(東アジア地域研究会編) 

青木書店 

2001～2002年 

  18||2-3||Koz 

他 附図 経研 

所蔵あり 

B14 堀 和生 『近代世界システム』Ⅰ～Ⅳ

巻 

(L.ヴォーラースタイン著,川

北稔訳) 

名古屋大学出版会 

2013年 

  17||2-2||Kin 

他 附図 経研 

所蔵あり 

http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/TW86205116
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/TW86205116
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/TW86106007
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/TW86106007
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/TW86106007
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB00634273
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB00634273
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB00778529
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB00778529
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB00778529
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04665660
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04665660
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04665660
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04665660
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