
書名 著者 出版社 紹介者（敬称略） コメント

第1回 「個人」から「分人」へ 平野啓一郎 講談社 茂原淳一（一文）

2019.1025 蜘蛛の巣 上下巻 ピーター・トレメイン 創元推理文庫 宮田晶子（政経）

逆説の日本史 井沢元彦 小学館文庫 村山豊（法）

ローマ人の物語 塩野七生 新潮社 福島碧（社学）

資本主義に出口はあるか 荒谷大輔 講談社現代新書 篠原泰司（一文）

資本主義の終わりか、人間の終焉か?�未来への
大分岐

マルクス・ガブリエル
、マイケル・ハート、
ポール・メイソン、斎

集英社新書 篠原泰司（一文）

ルネサンスの世渡り術 壺屋めり 芸術新聞社 篠原泰司（一文）

ふがいない僕は空を見た 窪美澄 新潮文庫 篠原泰司（一文）

交換殺人には向かない夜 東川篤哉 光文社文庫 鈴木忠善（政経）

英語で読む万葉集 リービ英雄 岩波新書 前田由紀（一文）

82 年生まれ、キム・ジヨン チョ・ナムジュ 筑摩書房 前田由紀（一文）

Newsweek（日本語版）「特集：米ジョージタウン
大学 世界のエリートが学ぶ至高のリーダー論
2019年6月18日号

Newsweek 前田由紀（一文）

第2回 昭和 16 年夏の敗戦 猪瀬直樹 中央公論新社 前田由紀（一文）

2020.0824 2020 年 6 月 30 日にまたここで会おう 瀧本哲史 星海社 前田由紀（一文）

海軍主計大尉小泉信吉』 小泉信三 文藝春秋 宮田晶子（政経）

嫌われる勇気
岸見一郎＆古賀文
建

ダイヤモンド社 宮田晶子（政経）

13 歳からのアート思考 末永幸歩 ダイヤモンド社 宮田晶子（政経）

続カラマーゾフの兄弟 亀山郁夫著 河出書房新社 茂原淳一（一文）

消えたベラスケス ローラカミング 柏書房 茂原淳一（一文）

隠れ病は腸もれを疑え 藤田紘一郎
ワニブックスPLUS新
書

仁多玲子（商）

50 歳から若返るための 1 分間腸健康法 藤田紘一郎 仁多玲子（商）

そのサラダ油が脳と体を壊してる 山崎哲盛
ダイナミックセラー
ズ出版

仁多玲子（商）

キングダム 原泰久 集英社 篠原泰司（一文）

この世界の片隅に こうの史代 双葉社 篠原泰司（一文）

絵を見る技術� 名画の構造を読み解く 秋田麻早子 朝日出版 篠原泰司（一文）



書名 著者 出版社 紹介者（敬称略） コメント

第3回 博士と狂人 世界最高の辞書 OED の誕生秘話
サイモン・ウィンチェ
スター

早川書房 前田由紀（一文）

2020.103 八咫烏シリーズ 阿部智里 文藝春秋 前田由紀（一文）

パパ・ユーアクレイジー 伊丹十三訳 新潮社 露木肇子（法)

我が名はアラム 三浦朱門訳 角川書店 露木肇子（法)

平成三十年 堺屋 太一 朝日新聞社 村山豊（法)

やがて中国の崩壊が始まる ゴードン・チャン 草思社 村山豊（法)

サンデルの政治哲学 小林正弥 平凡社 茂原淳一（一文)

解読『地獄の黙示録 立花隆 文藝春秋 茂原淳一（一文)

無名 沢木耕太郎 幻冬舎文庫 梶田あずさ（一文)

ユリイカ 2009 年 10 月臨時増刊号 総特集=
ペ・ドゥナ 『空気人形』を生きて

是枝 裕和 青土社 篠原泰司（一文)

それでも日本人は「戦争」を選んだ 加藤陽子 新潮社 篠原泰司（一文)

8・15 と 3・11 戦後史の死角 笠井潔 NHK 出版 篠原泰司（一文)

世界標準の経営理論 入山章栄 ダイヤモンド社 宮田晶子（政経)

ぜんぶ、すてれば 中野善壽
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

宮田晶子（政経)



書名 著者 出版社 紹介者（敬称略） コメント

第4回 まいにち小鍋 小田真規子 ダイヤモンド社 広渡紀子（商）

2021.0226 ヘンな日本美術史 山口晃 祥伝社 宮田晶子（政経）

江戸の読書会 前田勉 平凡社ライブラリー 前田由紀（一文）

雄気堂々（上下） 城山三郎 新潮文庫 前田由紀（一文）

天文学者が解説する宮沢賢治『銀河鉄道の夜』
と宇宙の旅

谷口義明 光文社新書 益田あけみ（理工）

徳川家康（1〜26 巻） 山岡荘八 講談社 福島碧（社学）

おひとり様の老後 上野千鶴子 法研 仁多玲子（商）

在宅ひとり死のススメ 上野千鶴子 文春新書 仁多玲子（商）

楽園のカンヴァス 原田マハ 新潮文庫 鈴木忠善（政経）

Wall & Piece／BANKSY（バンクシー画集） 加藤透（理工）

反省記 西和彦 ダイヤモンド社 村冨（理工）

ザリガニの泣くところ
ディーリア・オーエン
ズ

早川書房 露木肇子（法）

悪夢を食べて育った少年、ゾンビの子、春の日の
犬、手とアンコウ、本当の顔を探して

チョ・ヨン、チャムサ
ン

宝島社 篠原泰司（一文）

JR 上野駅公園口 柳美里 河出書房新社 篠原泰司（一文）

無能の人・日の戯れ つげ義春 新潮文庫 篠原泰司（一文）

死に山 ドニー・アイカー 中央公論新社 茂原淳一（一文）

KGB の男
ベン・マッキンタイ
アー

中央公論新社 茂原淳一（一文）



書名 著者 出版社 紹介者（敬称略） コメント

第5回 考えるとはどういうことか 梶谷真司 幻冬舎新書 前田由紀（一文）

2021.0528 ミシンの見る夢
ビアンカ・ヒッツォル
ノ

河出書房新社 宮田晶子（政経）

柳生宗矩 1〜 4 巻 山岡荘八 山岡荘八歴史文庫 福島碧（社学）

柳生石舟斎 山岡荘八 山岡荘八歴史文庫 福島碧（社学）

今日の風何色？ 辻井いつ子 アスコム 福島碧（社学）

のぶカンタービレ！ 辻井いつ子 アスコム 福島碧（社学）

虎蔵の物語: さて幸せは見つかったかな TAD SUZUKI Kindle版 鈴木忠善（政経）

人新世の「資本論」 斎藤幸平 集英社新書 篠原泰司（一文）

女としての天皇 大澤真幸 左右社 篠原泰司（一文）

戦争広告代理店 高木徹著 講談社 茂原淳一（一文)

永遠の森 菅 浩江 ハヤカワ文庫 露木肇子（法）

不見の月 菅 浩江 ハヤカワ文庫 露木肇子（法）

歓喜の歌 菅 浩江 ハヤカワ文庫 露木肇子（法）

ミドルマーチ ジョージ・エリオット
光文社古典新訳文
庫

鈴木伸治（商）

ミレニアム1 『ドラゴン・タトゥーの女』 スティーグ・ラーソン
ハヤカワ・ミステリ文
庫

益田あけみ（理工）

新・住宅論 難波和彦 左右社 加藤透（理工)

箱の家に住みたい 難波和彦 王国社 加藤透（理工)

カンガルー日和 村上春樹 講談社文庫
ラング加代子（一
文）



書名 著者 出版社 紹介者（敬称略） コメント

第6回 ステルス戦争
ロバート・スポルディ
ング

経営科学出版 村山豊（法）

2021.0827 八月の果て 柳美里 新潮文庫 篠原泰司（一文）

ナンバークラブ（『かぼちゃの馬車』より 星新一 新潮文庫 沖宏志（理工）

ライフログの勧め ゴードン・ベル ハヤカワ新書juice 沖宏志（理工）

ミドルマーチ ジョージ・エリオット
光文社古典新訳文
庫

鈴木伸治（商）

ダロウェイ夫人 バージニア・ウルフ
光文社古典新訳文
庫

鈴木伸治（商）

新米刑事 モース・オックスフォード事件簿（テレビ
ドラマ、原作あり）

コリン・デクスター 鈴木伸治（商）
ハヤカワ・ミステリ文庫に『ウッド
ストック行き最終バス』などの原
作あり。

深夜特急1ーー香港、マカオ、深夜特急2ーーマ
レー半島、シンガポール

沢木耕太郎 新潮文庫 加藤透（理工)

12万円で世界を歩く 下川裕治 朝日文庫 加藤透（理工)

神よ、憐れみたまえ 小池真理子 新潮社 露木肇子（法）

九十八歳、戦いやまず日は暮れず 佐藤愛子 小学館 仁多玲子（商）

覚醒するシスターフッド
マラ・カリー、柚木麻
子ほか

河出書房新社 前田由紀（一文）

気候崩壊�次世代とともに考える 宇佐美誠 岩波書店 前田由紀（一文）

一度きりの大泉の話 萩尾望都 河出書房新社 宮田晶子（政経）

少年の名はジルベール 竹宮恵子 小学館文庫 宮田晶子（政経）



書名 著者 出版社 紹介者（敬称略） コメント

第7回 4月のある晴れた朝に100％の女の子に出会うこ
とについて（『カンガルー日和』より）

村上春樹 講談社文庫
ラング加代子（一
文）

2021.1126 終わった人 内館牧子 講談社文庫 沖宏志（理工）

面白いとは何か？ 面白く生きるには 森博嗣 ワニブックス 沖宏志（理工）

天 共に在り アフガニスタン三十年の闘い 中村哲 NHK 出版 三浦洋子（一文）

カカ・ムラド 〜ナカムラのおじさん
ガフガラ、さだまさし
他訳

双葉社 三浦洋子（一文）

わたしは「セロ弾きのゴーシュ」 中村哲、加藤剛編集 NHK出版 三浦洋子（一文）

すばらしい人体 あなたの体をめぐる知的冒険 山本健人 ダイヤモンド社 仁多玲子（商）

安曇野 全5巻 臼井吉見 筑摩書房 茂原淳一（一文)

それでも、日本人は「戦争」を選んだ 加藤陽子 新潮文庫 村山豊（法） 篠原さんのお勧めで読んでみ
た

DUNE デューン砂の惑星（新訳版）上中下巻 フランク・ハーバート ハヤカワ文庫 篠原泰司（一文）

BRUTUS (ブルータス）2021年10月15日号
No.948 特集 村上春樹 上 「読む。」編」

マガジンハウス 篠原泰司（一文） ラング加代子さんに

この国のかたちを見つめ直す 加藤陽子 毎日新聞社 篠原泰司（一文） 村山さんに

朝鮮王侯族−ー帝国日本の準皇族 新城道彦 中公新書 篠原泰司（一文） 上記の本から興味を持って読
んだ

貧乏国ニッポン�ますます転落する国でどう生きる
か

加谷珪一 幻冬舎新書 篠原泰司（一文）

開かせていただき光栄です 皆川博子 早川書房 露木肇子（法）

アルモニカ・ディアボリカ 皆川博子 早川書房 露木肇子（法）

インタヴュー・ウィズ・ザ・プリズナー 皆川博子 早川書房 露木肇子（法）

にいさん（絵本）
いせひでこ（伊勢英
子）

偕成社 露木肇子（法）

オーストリア滞在記 中谷美紀 幻冬舎文庫 福島碧（社学）

雄気堂々 城山三郎 新潮文庫 福島碧（社学）

徳川慶喜全6巻 山岡荘八
講談社（山岡荘八歴
史文庫）

福島碧（社学）

明治天皇全6巻 山岡荘八
講談社（山岡荘八歴
史文庫）

福島碧（社学）

フィンセント・フォン・ゴッホ�ひまわり 小林晶子 求龍堂 福島碧（社学）

渋沢栄一 算盤篇 鹿島茂 文藝春秋 宮田晶子（政経）

Vincent Barbara Stock Selfmadehero 宮田晶子（政経） 福島さんのゴッホでロシアのエ
ルミタージュで買った本を紹介

オマルとハッサン 4歳で難民になったぼくと弟の
15年

ヴィクトリア・ジェスミ
ン

合同出版 前田由紀（一文）

後悔しない「親の家」片づけ入門�カツオが磯野
家を片づける日

渡部亜矢 SB新書 前田由紀（一文）



書名 著者 出版社 紹介者（敬称略） コメント

第8回 いのちのまつり「ヌチヌグスージ」
草場一壽 作／平安
座資尚・絵

サンマーク出版 益田聡（理工）

2022.0225 地球にちりばめられて 多和田葉子 講談社文庫 篠原泰司（一文）

エクソフォニー�母語の外に出る旅 多和田葉子 岩波現代文庫 篠原泰司（一文）

女のいない男たち 村上春樹 文春文庫 篠原泰司（一文）

2022年再起動する社会 伊藤千秋 高陵社書店 沖宏志（理工）

白光 朝井まかて 文藝春秋 露木肇子（法)

東京の生活史—— 一五〇人が語り、一五〇人
が聞いた 東京の人生

岸政彦 編 筑摩書房 梶田あずさ（一文)

収容所から来た遺書 辺見じゅん 文藝春秋 山口伸一（理工）

渋沢栄一（上）算盤編／渋沢栄一（下）論語編 鹿島茂 文春文庫 福島碧（社学） 第7回読書会で紹介されて。

新太平記�1〜5巻 山岡荘八 山岡荘八歴史文庫 福島碧（社学）

ザリガニの鳴くところ
ディーリア・オーエン
ズ

早川書房 福島碧（社学） 第4回読書会で紹介されて。

天、共にあり 中村哲 NHK出版 福島碧（社学） 第7回読書会で紹介されて。

わたしは「セロ弾きのゴーシュ」 中村哲 NHK出版 福島碧（社学） 第7回読書会で紹介されて。

楽園のカンヴァス 原田マハ 新潮文庫 福島碧（社学）

たゆたえども沈まず 原田マハ 幻冬舎文庫 福島碧（社学）

ジヴェルニーの食卓 原田マハ 集英社文庫 福島碧（社学）

モネのあしあと 原田マハ 幻冬舎文庫 福島碧（社学）

ゴッホのあしあと 原田マハ 幻冬舎文庫 福島碧（社学）

リボルバー 原田マハ 幻冬社 福島碧（社学）

言の葉の森�日本の恋の歌
チョン・スユン、吉川
凪訳

亜紀書房 前田由紀（一文）

ライオンのおやつ 小川糸 ポプラ社 前田由紀（一文）

Don‘t Look Up Netflix 前田由紀（一文）

本日はお日柄もよく 原田マハ 徳間文庫 宮田晶子（政経）



書名 著者 出版社 紹介者（敬称略） コメント

第9回 官賊と幕臣たち 原田伊織 毎日ワンズ 村山豊（法）
◎（これ以下、明治維新関連の
本を14冊読み、〇△×の評価
を付けた。）

2022.0527 明治維新の大嘘 三橋貴明 経営科学出版 村山豊（法）
◎（評価のポイントは従来の「薩
長史観」を脱却して、欧米列
強、

明治維新の光と影 西原春夫 万葉舎、新版 村山豊（法）
○ 特に英国が薩長を、フランス
が幕府をバックアップした内戦
であったという

逆説の日本史 18-21巻 井沢元彦 小学館 村山豊（法） △ 視点があるか、ないか。これ
がないと正しく理解できない）

明治維新とは何だったのか�世界史から考える
半藤一利、出口治明
（対談）

祥伝社 村山豊（法） △

書き換えられた明治維新の真実 榊原英資 詩想社新書 村山豊（法） △

明治維新とは何だったのか 一坂太郎 創元社 村山豊（法） ×

明治維新という過ち 原田伊織 講談社文庫 村山豊（法） ×

幕末の大誤解 熊谷充晃 彩図社 村山豊（法） ×

微笑む慶喜 戸張裕子 草思社 村山豊（法） ×

嘘だらけの日英近現代史 倉山満 扶桑社新書 村山豊（法） ×

わがまま養生訓
鈴木養平、薬日本堂
監修

フォレスト 仁多玲子（商）

死とは何か シェリー・ケリガン 文響社 沖宏志（理工）

ヒトの壁 養老孟司 新潮新書 篠原泰司（一文）

なんでも見つかる夜にこころだけが見つからない 東畑開人 新潮社 篠原泰司（一文）

人間の条件 ハンナ・アーレント ちくま学芸文庫 篠原泰司（一文）
難解なので正式に紹介された
わけではないが、この本に簡単
に触れた。

全体主義の起源（全3巻） ハンナ・アーレント みすず書房 篠原泰司（一文）
難解なので正式に紹介された
わけではないが、この本に簡単
に触れた。

フリーメーソン源流紀行-歴史の源流・古代地母
神信仰

清川理一郎 彩流社 福島碧（社学）

キリストと黒いマリアの謎-異端・自由思想・ラテン
系フリーメーソン

清川理一郎 彩流社 福島碧（社学）

収容所から来た遺書 辺見じゅん 文藝春秋 福島碧（社学） 前回の読書会で紹介されて。

源頼朝（全3巻） 山岡荘八 山岡荘八歴史文庫 福島碧（社学）

織田信長（全5巻） 山岡荘八 山岡荘八歴史文庫 福島碧（社学）

光圀伝 冲方丁 角川文庫合本版 山口伸一（理工）

国宝�Audible
吉田修一、語り／尾
上菊之助

山口伸一（理工）

香君 上橋菜穂子 文藝春秋 露木肇子（法)

ダロウェイ夫人
バージニア・ウルフ
／土屋政雄訳

光文社古典新訳文
庫

鈴木伸治（商）

若い読者のための文学史
ジョン・サザーランド
／河合祥一郎訳

すばる舎 鈴木伸治（商）



書名 著者 出版社 紹介者（敬称略） コメント

コルシア書店の仲間たち 須賀敦子 白水Uブックス 宮田晶子（政経）

ミラノ 霧の風景 須賀敦子 白水Uブックス 宮田晶子（政経）

バカロレアの哲学�「思考の型」で自ら考え、書く 坂本尚志 日本実業出版社 前田由紀（一文）

不便益のススメ�新しいデザインを求めて 川上浩司 岩波書店 前田由紀（一文）



書名 著者 出版社 紹介者（敬称略） コメント

第10回 Fukushima�50 監督：若松節朗 中村敏昭（理工） 映画。

2022.0826 廃炉：「敗北の現場」で働く誇り 稲泉連 新潮社 中村敏昭（理工）

福島のことなんて、誰もしらねぇじゃねえかよ カンニング竹山 ベストセラーズ 中村敏昭（理工）

緊縛 小川内初枝 筑摩書房 中村敏昭（理工）

美は乱調にあり 瀬戸内寂聴 岩波現代文庫 篠原泰司（一文） 

階調は偽りなり（上・下） 瀬戸内寂聴 岩波現代文庫 篠原泰司（一文） 

紙の動物園 ケン・リュウ ハヤカワ文庫 露木肇子（法)

円 劉�慈欣 早川書房 露木肇子（法)

長い道 柏原兵三 小学館 首藤典子（一文）

小説8050 林真理子 新潮社 首藤典子（一文）

ノブレス・オブリージュ�イギリスの上流階級 新井潤美 白水社 鈴木伸治（商）

アメリカの病�パンデミックが暴く自由と連帯の危機ティモシー・スナイダー慶應義塾出版会 鈴木伸治（商）

決戦！株主総会�ドキュメントLIXIL死闘の8カ月秋葉大輔 文藝春秋 鈴木伸治（商）

教え学ぶ技術ーー問いをいかに編集するか 苅谷剛彦／石澤麻子 ちくま新書 前田由紀（一文）

映画を早送りで観る人たち 稲田豊史 光文社新書 宮田晶子（政経）



書名 著者 出版社 紹介者（敬称略） コメント

第11回 悪と全体主義 仲正昌樹 NHK出版新書 沖宏志（理工）

2022.11.25 独学の教室 読書猿、吉田武、ウスビ・サコ他集英社（インターナショナル新書）篠原泰司（一文） 

ザリガニが鳴くところ ディーリア・オーエンズ、友廣純訳早川書房 篠原泰司（一文） 

以前の読書会でも紹介さ
れ、原書も購入していた
が、映画公開に合わせ、
日本版を読んだ

NHK連続テレビ小説 ちむどんどんレシピブックオカズデザイン NHK出版 仁多玲子（商）

社会思想の歴史�マキアヴェリからロールズまで坂本達哉 名古屋大学出版会 鈴木伸治（商）

スイッチョねこ（絵本） 大佛次郎（文）朝倉摂（絵）青幻社 露木肇子（法)

カッコウが鳴く日（絵本） 小泉るみ子（絵） ポプラ社 露木肇子（法)

わたしの好きな場所（絵本） 小泉るみ子（絵） ポプラ社 露木肇子（法)

秋は林をぬけて（絵本） 小泉るみ子（絵） ポプラ社 露木肇子（法)

防衛大学校—知られざる学び舎の実像 國分良成 中央公論新社 宮田晶子（政経）

中学生から知りたいウクライナのこと 小山哲・藤原辰史 ミシマ社 前田由紀（一文）

ちとせ 高野知宙 祥伝社 前田由紀（一文）



書名 著者 出版社 紹介者（敬称略） コメント

第12回 彼は早稲田で死んだーー大学構内リンチ殺人事件の永遠樋田�毅 文藝春秋 篠原泰司（一文） 

2023.2.24 習近平独裁は欧米白人を本気で打ち倒す 副島隆彦 ビジネス社 村山豊（法）
中国に対して正反対の見
方をする2冊を紹介した。

習近平独裁3.0�中国地獄が世界を襲う 宮崎正弘 徳間書店 村山豊（法）

違う主張を認識・整理する
ことで問題点を立体的に
理解できる。

足裏を鍛えれば死ぬまで歩ける 松尾タカシ 池田書店 仁多玲子（商）

定年オヤジ改造計画 垣谷美雨 祥伝社 沖宏志（理工）

滑走路 萩原慎一郎 角川文庫 石河久美子（一文）

すべてのことはメッセージ�小説ユーミン 山内マリコ マガジンハウス 露木肇子（法)

われら闇より天を見る クリス・ウィタカー著、 鈴木 恵訳早川書房 山口伸一（理工）

黒石（ヘイシ）�新宿鮫Ⅻ 大沢在昌 光文社 鈴木伸治（商）

ネット興亡記�①開拓者たち 杉本貴司 日経ビジネス人文庫 鈴木伸治（商）

ネット興亡記�②敗れざる者たち 杉本貴司 日経ビジネス人文庫 鈴木伸治（商）

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・ヴェーバー著�大塚久雄訳岩波文庫 鈴木伸治（商）

逆ソクラテス 伊坂幸太郎 集英社 前田由紀（一文）

明日の国 パム・ムニョス・ライアン静山社 前田由紀（一文）

有吉佐和子の本棚 有吉佐和子 河出書房新社 前田由紀（一文）

起業の天才 大西康之 東洋経済新報社 宮田晶子（政経）


