
推薦図書選 平井 義典

番号 書名 著者 翻訳者 出版社
1 神の詩－ヴァガバッド・ギーター ⽥中嫺⽟ TAO ＬＡＢ BOOKS
2 神の詩 サティア・サイババ述 中央アート出版社
3 ラーマーヤナ ヴァールミーキ 中村了昭 東洋⽂庫  平凡社
4 ファウスト ゲーテ ⼿塚 富雄 中央公論新社（中公⽂庫 第２部は絶版）
5 ⾃然と象徴 ゲーテ ⾼橋 健⼀ 編
6 ゲーテとの対話 エッカーマン ⼭下 肇 岩波⽂庫
7 ⽩痴 ドストエフスキー ⽊村 浩 新潮⽂庫
8 カラマーゾフの兄弟 ドストエフスキー ⽶川 正夫 kindleで⼊⼿可能
9 戦争と平和 トルストイ ⽶川 正夫 kindleで⼊⼿可能

10 アンナ・カレーニナ トルストイ ⽶川 正夫 kindleで⼊⼿可能
11 神曲 ダンテ 平川 祐弘 河出⽂庫
12 新約聖書 マタイ，マルコ，ルカ，ヨハネ フランシスコ会聖書研究所訳注
13 ⽣きて死ぬ知惠（般若⼼経） 柳澤桂⼦ ⼩学館
14 吾輩は猫である 夏⽬漱⽯
15 舞姫 森 鴎外
16 ⼈⽣の建設 ⼩林秀雄・岡潔 新潮⽂庫
17 ドストエフスキーの⽣活 ⼩林秀雄 新潮⽂庫
18 ⼈⽣について ⼩林秀雄 新潮⽂庫
19 ⽇本の国という⽔槽の⽔の⼊れ替え⽅ 岡潔 成甲書房
20 あるヨギの⾃叙伝 ヨガナンダ・パラマハンサ 森北出版
21 ハムレット シェークスピア ⼩⽥島 雄志 ⽩⽔社⽂庫
22 マクベス シェークスピア ⼩⽥島 雄志 ⽩⽔社⽂庫
23 リア王 シェークスピア ⼩⽥島 雄志 ⽩⽔社⽂庫
24 冬物語 シェークスピア ⼩⽥島 雄志 ⽩⽔社⽂庫
25 レ・ミゼラブル ヴィクトル・ユゴー  佐藤 朔 新潮⽂庫
26 ローマ⼈の物語 塩野七⽣ 新潮⽂庫
27 チェーザレ・ボルジア或いは優雅なる冷酷 塩野七⽣ 新潮⽂庫
28 フロイト・ユング往復書簡集 講談社 学術⽂庫
29 ユング⾃伝 カール・グスタフ・ユング みすず書房
30 ⼼理学と錬⾦術 カール・グスタフ・ユング
31 エリック ホッファー⾃伝 エリック ホッファー
32 福翁⾃伝 福沢諭吉 岩波⽂庫
33 ⽂明論の概略 福沢諭吉 岩波⽂庫
34 痩せ我慢の説 福沢諭吉
35 春と修羅 宮澤賢治 Kindle で無料版あり
36 理性のゆらぎ ⻘⼭圭秀 幻冬舎⽂庫
37 サイババ ⻘⼭圭秀 三五館
38 ご冗談でしょう。ファインマンさん リチャード・ファインマン 岩波現代⽂庫
39 ⽅法序説 ルネ・デカルト ⼭⽥ 弘明 ちくま学芸⽂庫
40 パンセ パスカル 由⽊ 康 ⽩⽔社
41 論語 孔⼦ 述 宮崎 市定 岩波現代⽂庫
42 ⽼⼦ ⽼⼦ 福永 光司 ちくま学芸⽂庫
43 荘⼦・内編 荘⼦ 福永 光司 ちくま学芸⽂庫
44 ソクラテスの弁明 プラトン ⽥中 美知太郎 新潮⽂庫
45 クリトン プラトン ⽥中 美知太郎 新潮⽂庫
46 パイドン プラトン ⽥中 美知太郎 新潮⽂庫
47 饗宴 プラトン 森 新⼀ 新潮⽂庫
48 国家 プラトン 藤沢 令夫 岩波⽂庫
49 無敵のソクラテス 池⽥ 晶⼦ 新潮社
50 ニコマコス倫理学 アリストテレス 京都⼤学学術出版会
51 開かれた社会とその敵 カール・ポパー 内⽥ 詔夫 未来社
52 精神現象学 ヘーゲル ⻑⾕川 宏 作品社
53 精神の⽣態学 Ｇ．ベイトソン 佐藤 良明 他 新思索社
54 精神と⾃然 Ｇ．ベイトソン 佐藤 良明 新思索社
55 ソシュールの思想 丸⼭圭三郎 岩波書店
56 成功の実現 中村天⾵ 述 天⾵会
57 真⼈⽣の探求 中村天⾵ 天⾵会
58 経済学 ポール・サミュエルソン 都留 重⼈ 岩波書店
59 経済学・哲学草稿 カール・マルクス 城塚 登 岩波⽂庫
60 サティア・サイババとの対話 Ｊ．Ｓ．ヒスロップ サティア サイ出版協会
61 国体論及び純正社会主義－北 ⼀輝思想集成 北 ⼀輝 書肆⼼⽔
62 北⼀輝 渡辺 京⼀ ちくま学芸⽂庫
63 最終戦争論 ⽯原莞爾 中公⽂庫
64 遊撃戦論 ⽑沢東 中公⽂庫
65 失敗の本質 ⼾⽥良⼀ 他 中公⽂庫
66 氷川清話 勝海⾈ 講談社学術⽂庫
67 逆説の⽇本史 井沢元彦 ⼩学館
68 武蔵と五輪書 宮本武蔵，津本 陽 津本 陽 講談社
69 宮本武蔵 司⾺遼太郎 朝⽇⽂庫
70 坂の上の雲 司⾺遼太郎
71 ガリア戦記 カエサル 國原 吉之助 講談社学術⽂庫
72 内乱記 カエサル 國原 吉之助 講談社学術⽂庫
73 実践理性批判 カント 波多野清⼀ 岩波⽂庫
74 判断⼒批判 カント 宇都宮芳明 以⽂社
75 三教指帰 空海 松⻑有慶 中公クラシックス
76 数学とは何か クーラント，ロビンス 森⼝ 繁⼀ 監訳 岩波書店
77 解析⼊⾨ ⼩平邦彦 岩波書店
78 ファインマン物理学－⼒学 R.ファインマン 坪井忠⼆ 岩波書店
79 おくの細道 松尾芭蕉 ドナルド・キーン（英訳） 講談社学術⽂庫
80 明治天皇 ドナルド・キーン 新潮⽂庫
81 隠された⼗字架－法隆寺論 梅原猛 新潮⽂庫
82 聖徳太⼦ 梅原猛 集英社⽂庫
83 善の研究 ⻄⽥幾多郎 講談社学術⽂庫



84 徳川家康 ⼭本七平 ⼭本七平ライブラリー
85 ⽇本⼈のための宗教原論 ⼩室直樹 徳間書店
86 ⾵姿花伝 世阿弥 ⽔野 聡 PHPエディターズグループ
87 ねじまき⿃のクロニクル 村上春樹 新潮⽂庫
88 インドの光－聖ラーマクリシュナの⽣涯 ⽥中嫺⽟ 星雲社
89 忍者武芸帳 ⽩⼟三平
90 六三四の剣 村上もとか
91 ⿓ 村上もとか
92 エリア８８ 新⾕かおる
93 ふたり鷹 新⾕かおる
94 ⾵の⾕のナウシカ 宮崎駿
95 ⽕の⿃ ⼿塚治⾍


