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○ 花神 司馬遼太郎 文春・新潮文庫 大村益次郎の伝記　適塾の記載がおもしろい

知的生産の技術 梅棹忠夫 岩波新書 かつてのベストセラー　ＩＴ時代にも一読の価値あり

文明の生態史観 梅棹忠夫 中公クラシックス 梅棹忠夫の代表作　古いけれど、文章のリズムがよく、今でも面白い

先生はえらい 内田樹 ちくまプリマー新書 先生はえらいことを知っておいてください

寝ながら学べる構造主義 内田樹 文春新書 構造主義哲学の超入門書　ほんとに寝ながら読める　

不死を売る人びと スティーブン・ホール 阪急コミニュケーションズ ヒトES細胞、テロメラーゼのベンチャー企業の記録

深夜特急 沢木耕太郎 新潮文庫 香港からリスボンへ　バスで旅行する若き日の沢木耕太郎　超おすすめ

レナードの朝 オリバー・ザックス ハヤカワ文庫 嗜眠性脳炎から目覚めたレナードは…　映画も面白い

妻と帽子と間違えた男 オリバー・ザックス 晶文社 オリバー・ザックスが生き生きと描く症例報告

○ 利己的な遺伝子　生物＝生存機械論 リチャード・ドーキンス 紀伊国屋書店 本当に正しいかどうかは別として、現代知識人必読の書

遺伝子の川 リチャード・ドーキンス 草思社 利己的な遺伝子が難しすぎる人はこちら

フルハウス　生命の全容 スティーブン・グールド ハヤカワ文庫 ドーキンスと人気を二分していたグールドが生命の進化を解説する

ワンダフルライフ スティーブン・グールド ハヤカワ文庫 バージェス頁岩をめぐる話　内容に誤りがあるらしいが、面白い

夜と霧 フランクル みすず書房 ナチスの強制収容所で生き延びた哲学者の記録

○ 夜と霧（新版） フランクル みすず書房 新版の方がかなり読みやすくなってます　必読！

○ 自由からの逃走 フロム 東京創元社 君は「選ばされた自由」にごまかされていないか？　必読！

病気はなぜ、あるのか ネシー、ウィリアムス 新曜社 進化医学的な考え　ドーキンスといっしょにどうぞ

遺伝子発見伝 ルネ・デュポス 小学館 細菌学者ルネ・デュポスが書く 「遺伝子の発見者」エイブリーの伝記

鴎外最大の悲劇 坂本　正 新潮選書 脚気の細菌説に固執する文豪森鴎外

鷗外　闘う家長 山崎正和 新潮オンデマンド出版 上の本とあわせて読むと、いよいよ面白い　　達意の文章

坂の上の雲 司馬遼太郎 文春文庫 秋山真之・正岡子規を軸に描かれる日清・日露戦争の日本

遠き落日 渡辺淳一 集英社文庫 野口英世の伝記　書き方がちょっとスキャンダラスすぎる

白い航跡 吉村　昭 講談社文庫 イギリス医学を学んだ海軍軍医高木兼寛が脚気の予防法を発見する

ふぉん・しいほるとの娘 吉村　昭 新潮文庫 シーボルトの娘、お稲の波乱に満ちた人生

野口英世の伝記 たくさん 大人向けの伝記は意外と少ない

野口英世 イザベラ・ブレセット 星和書店 決定版！

北里柴三郎の伝記 たくさん おそらく日本が生んだ最高の医学者

人間、この未知なるもの アレキシス・カレル 三笠書房 細胞培養と輸血法を開発したノーベル賞学者　カレルの本

あのころの未来　－　星新一の預言 最相葉月 新潮社 星新一が時代を超えて見すえた未来とは

絶対音感 最相葉月 小学館文庫 「絶対音感」をめぐるノンフィクション

人間はどこまで耐えられるのか アッシュクロフト 河出書房新社 高所、高熱、水圧、など、きわものの人間生理学

△ 理科系の作文技術 木下是雄 中公新書 論理的な日本語をどう書くか　必読！

日本語の作文技術 本多勝一 朝日文庫 理科系の作文技術と二冊がマスターできれば、日本語が書けるように

こんな夜更けにバナナかよ 渡部一史 北海道新聞社 筋ジストロフィーの患者さんをサポートするボランティア

聖の青春 大崎善生 講談社文庫 夭折した鬼才棋士の伝記　鬼気迫るノンフィクション

信州に上医あり　若月俊一と佐久病院 南木佳士 岩波新書 農村医学、予防医学の若月俊一を芥川賞作家が描く

医学生 南木佳士 文春文庫 秋田大学二期生の学生時代　南木佳士の文章だいすき

村で病気とたたかう 若月俊一 岩波新書 少し古い本ですが、立派な医師としか言いようがない

○ 羊の歌 加藤周一 岩波新書 戦前・戦中の若き医学徒の記録　加藤先生長生きしてね

○ 生きがいについて 神谷美恵子 みすず書房 流れるような透き通った文章でつづられている　必読！

○ 死ぬ瞬間 キューブラ・ロス 中公文庫 人は死をどのように受け入れるのか？　古典的名著　必読！

人生は廻る輪のように キューブラ・ロス 角川文庫 ロスの晩年は、オカルティズムに惹かれていく

我々の歩いてきた道 石坂公成 黙出版 IgE の発見者、石坂公成先生の伝記

結婚と学問は両立する 石坂公成 黙出版 石坂夫人（照子先生）へのラブレター

免疫の意味論 多田富雄 青土社 免疫学者多田富雄先生の代表作　少し古くなったけれどおもしろい

懐かしい日々の思い　他 多田富雄 朝日新聞社 多田先生の本はどれもお薦めです

分子生物学の夜明け ジャドソン 東京化学同人 分子生物学黎明期の記録　無人島に流される時には持って行こうかと

○ 生命とは何か シュレディンガー 岩波新書 多くの物理学者が分子生物学をめざすようになった古典

血液の物語 ダグラス・スター 河出書房新社 輸血の歴史が蕩々と語られる　お勧めの一冊

微生物の狩人 クライド 岩波文庫 病原性微生物を探し求めた研究者たち　科学ノンフィクションの定番！

二重らせん ジェームズ・D・ワトソン 講談社文庫 ご存じワトソンの個人的記録　薄っぺらいし英語でも読めるぞ

磁力と重力の発見 山本義隆 みすず書房 魔法の力が科学になる日まで　みごとな科学史

孤独かそれに等しいもの 大崎善生 角川書店 「喪失」をめぐる五つの物語　この人の本はどれも面白い

世界は使われなかった人生であふれている 沢木耕太郎 暮らしの手帖社 沢木耕太郎の映画評集　タイトルが好き

父の詫び状 向田邦子 文春文庫 向田邦子はあらわれていきなり名人である　＜山本夏彦

完本　文語文、百年分を一時間で　他 山本夏彦 新潮社 山本夏彦みたいな、物わかりの悪い老人になりたい　どの本も面白い

がん遺伝子に挑む エインジャー 東京化学同人 がん遺伝子発見の競争と興奮が伝わってくる

がん研究レース ワインバーグ 岩波書店 RBの発見者、ヒト発がん機構の発見者のワインバーグの本

がん遺伝子を追う ウォルドホルツ 朝日新聞社 p16 や BRCA1 をめぐる競争が赤裸々に

がん遺伝子は何処から来たか マイク・ビショップ 日経ＢＰ ノーベル賞学者ビショップの人生もさることながら微生物の話が面白い

クローン羊ドリー ジーナ・コラータ アスキー クローンに関係する研究者へのインタビューから編まれた本

死の病原体　プリオン リチャード・ローズ 草思社 プリオンについて多方面からよくまとめられている

時間 愛 記憶の遺伝子を求めて ジョナサン・ワイナー 早川書房 シーモア・ベンサーの伝記　着想がすばらしい

大使館なんかいらない 久家義之 幻冬舎文庫 同級生の久家君が外務省の医官だったころの体験談

老いて楽になる人　老いて苦しくなる人 久家義之 ビジネス社 同じく久家君が老人医療を考えた

廃用身 久坂部羊 幻冬舎 今度は久家君がミステリーを書いた

患者第一　最高の治療 岡本左和子 講談社プラスα新書 同級生の奥さんが書いた本　内容も面白いからぜひ

せんべろ探偵が行く 中島らも 文藝春秋 千円でべろべろになるまで酔えるお店紀行

なにわのあほぢから 中島らも 講談社文庫 こら、まぁなんとも言えませんな　残念ながら絶版らしい　

○ 悲しき熱帯 レヴィ・ストロース 中公クラシックス 構造主義哲学の大家レヴィ・ストロースの代表作　長いけど面白い

さまよえる湖 スウェン・ヘディン 中公文庫 探検記といえばこれ　ロプ・ノール探検

チベット旅行記 河口慧海 講談社学術文庫 堺のお坊さんがチベットへ仏典を探しに行く

おろしや国酔夢譚 井上　靖 文春文庫 江戸時代、ロシアへ漂流してしまった大黒屋光太夫たち

星と嵐 ガストン・レビュファ 山と渓谷社 山岳紀行文の最高峰　この本で山岳文学にしばらくはまりこみました

アルプス登攀記 エドワード・ウィンパー 岩波文庫 マッターホルン発登頂の物語

ラインホルト・メスナー自伝 ラインホルト・メスナー TBSブリタニカ 八千メートル峰１４座に登頂したメスナーの自伝

恐るべき空白 アラン・ムーアヘッド ハヤカワ文庫 オーストラリア大陸を探検した先にあったものは…　事実は小説より奇なり

エンデュアランス号漂流記 アーネスト・シャクルトン 中公文庫 南極で難破したシャックルトンの探検隊　これもすごいよぉ

ウェクスラー家の選択 アリス・ウェクスラー 新潮社　 ハンチントン病をめぐる家族の物語　勉強にはなるけど暗い

ポパー　批判的合理主義 小河原　誠 講談社 科学哲学の大家ポパーの解説書　科学は反証可能性が大事

クーン　パラダイム 野家啓一 講談社 ゲシュタルト心理学と批判をされても

現代思想の遭難者たち いしいひさいち 朝日新聞社 現代思想の冒険者たちを笑い飛ばすいしいワールド

科学哲学の冒険 戸田山和久 ＮＨＫブックス 科学哲学の超入門書　おもしろくて役にたつ

疑似科学と科学の哲学 伊勢田哲治 名古屋大学出版会 超心理学などをめぐって、科学哲学を論じる好著

とんでも本の世界 と学会 太田出版 UFO、超能力などなど、とにかく笑える

トンデモ科学の見破り方 ロバート・アーリック 集英社 物理学者が、トンデモ科学を論破する

○ 沈黙の春 レイチェル・カーソン 新潮社 環境汚染に警鐘をならした古典的名著

囚人のジレンマ　 ウィリアム・バウンドストーン青土社 ゲームの理論を中心に書かれたフォン・ノイマンの伝記

暗号解読 サイモン・シン 新潮社 ロゼッタ・ストーンから量子暗号まで　暗号のすべてがわかる

フェルマーの定理 サイモン・シン 新潮社 数学がわからなくても、一応は理解できるぞ

チンパンジーの森へ ジェーン・グールド 地人書館 チンパンジー研究の第一人者　グールドの半生

チンパンジーの心 松沢哲郎 岩波現代文庫 天才チンパンジー・アイを通じて語るチンパンジーの知能と言語能力

宇宙からの帰還 立花隆 中公文庫 宇宙飛行士へのインタビュー集　理屈抜きに面白い　立花隆の最高傑作

サル学の現在 立花隆 文春文庫 いろいろな分野のサル学の専門家へのインタビュー集

無意識の発見　力道精神医学発達史　上・下 エレンベルガー 弘文堂 今まで読んだ本の中で、いちばん時間がかかった

人みな骨になるならば－虚無から始める人生観頼藤和寛 時事通信社 「わたしがんです」（文春新書）、人生応援団（産経新聞）もあわせてぜひ

喪の途上にて 野田正彰 岩波書店 急性悲哀の研究　野田正彰はどの本もいけます

陳真 野田正彰 岩波書店 時代に翻弄された陳真の波乱万丈の人生

Animal Physiology Knut Scmidt-Nielsen Cambridge Univ Press ラクダはなぜ脱水にならないの？　ペンギンはどうしてしもやけにならないの？

Scaling Knut Scmidt-Nielsen Cambridge Univ Press 体の大きさってどうやって決まる？　飛ぶ動物はどれくらいエネルギーを使う？

ゾウの時間　ネズミの時間 本川達雄 文春新書 Scaling の内容をやさしく解説

△ 東大で教えた社会人学 草間俊介、畑村洋太郎 文芸春秋 理系の諸君に人生設計の大切さを説く。　　新しい必読書！

階層化日本と教育危機 苅谷剛彦 有信堂高文社 日本でいちばん講義のうまい教授（？）が書く社会の階層化　説得力抜群

教えることの復権 大村はま、苅谷剛彦 ちくま新書 伝説の中学校教師大村はま　と　苅谷教授の対談　おもしろい

フォンノイマンの生涯 ノーマン マクレイ 朝日選書 ２０世紀の生んだ最大の天才の一人、フォンノイマンの伝記

異星人伝説 ジョルジュ マルクス 日本評論社 ハンガリーの天才科学者たちは異星人？　ノイマンが、セント・ジョルジが…

キッパリ！ 上大岡とめ 幻冬舎 なんと言われようと、私はこれでライフスタイルを変えることができた

ハーバードからの贈り物 デイジー・ウェイドマン ランダムハウス講談社 いつかこういう話を語れるようになりたい　珠玉のエッセイ集
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痴呆の謎を解く ルドルフ・E. タンジ 文一総合出版 アルツハイマー病の原因遺伝子は？　むちゃおもろい

生首に聞いてみろ 法月綸太郎 角川書店 昨年のミステリー人気上位作　生首を宅急便で送ったらあきません　

犯人に告ぐ 雫井脩介 双葉社 これも昨年の人気作　ハードボイルドが気に入った

愚か者死すべし 原 寮 早川書房 原寮、待望かつひさびさの第四作　傑作は読むべし

白夜行 東野圭吾 集英社文庫 続編ともいうべき幻夜もおもしろい　東野圭吾はどれも安心して読める

道は開ける デール・カーネギー 創元社 まぁ一種の自己啓発本ですが、結構役に立つのがこわい

打たれ強く生きる 城山三郎 新潮文庫 上の本と二冊読んで、どんな困難でもなんとかできそうな気になったことあり

蒼穹の昴 浅田次郎 講談社文庫 科挙と宦官と雑技がおりなす大河物語

科挙 宮崎市定 中央公論新社 科挙のことを思えば病理の試験なんか…　これも名著です

ハエ、マウス、ヒト フランソワ ジャコブ みすず書房 オペロン説のノーベル賞学者が科学を語る　おもしろい

偶然と必然 ジャック・モノー みすず書房 ジャコブの相棒モノーが語る生命の歴史　かつて必読といわれた古典的名著

Ｘ染色体 ベインブリッジ 青土社 男でも女でもＸ染色体に興味のある人、どうぞ

イブの七人の娘たち ブライアン　サイクス ソニーマガジンズ 人類はどうやって広がって行ったか　ミトコンドリア・イブ仮説のその後

パラサイト・イブ 瀬名 秀明 角川ホラー文庫 この本を読んだころ、ES細胞の培養するのが怖くなった…

暁の旅人 吉村　昭 講談社 歴史に翻弄される医師、松本良順

胡蝶の夢 司馬遼太郎 新潮文庫 同じく、松本良順の話　「暁の旅人」と読み比べてみるといいかも

うるさい日本の私 中島義道 新潮文庫 ほんまにうるさい哲学者のおっさんの本　でも、おもしろい

弱者とは誰か 小浜 逸郎 ＰＨＰ新書 斬新な視線で迫る弱者論　サイレント・マジョリティーを代弁？

世間のウソ 日垣 隆 新潮新書 だまされずに生きていくにはどうするか

祖父・小金井良精の記 星新一 河出文庫 森鴎外の義弟であり東大解剖学教授　　昔の教授ってえらかったんやね

明治の人物誌 星新一 新潮文庫 野口英世、伊藤博文、新渡戸稲造、エジソンら　　父・星一の友情を描く

きまぐれロボット　など 星新一 たくさん 時代と暴力とエロを描かなかった星新一　今読んでも新しい

平静の心 ウィリアム・オスラー 医学書院 医学はサイエンスに支えられたアートであると定義したオスラー博士

ハーバードの医師づくり 田中まゆみ 医学書院 日本の医学教育も根本的に変えるべきなのか

失踪日記 吾妻 ひでお イースト・プレス 失踪、路上生活、肉体労働、アル中・強制入院　どれも実話らしい…

刑務所の中 花輪 和一 青林工芸舎 刑務所には入りたくないとしみじみ思わせてくれる　上とこれは実録漫画

科学者をめざす君たちへ 米国科学アカデミー 化学同人 科学倫理とは？　責任ある研究をおこなうために　

決定的瞬間の思考法 ジョセフ・L. バダラッコ 東洋経済新報社 「正しい」判断への葛藤が人間を磨き上げる

アメリカ医療の光と影 李　啓充 医学書院 日本の医学はどこへ行くのか？　大リーグファン李先生の本もどれも面白い

Harumi's Japanese Cooking Harumi Kurihara Conran Octopus 英語で和食を作るってしゃれてない？

複雑な世界、単純な法則 マーク・ブキャナン 草思社 世界は六次元でつながっている？ Small world 仮説の検証

裁判長！　ここは懲役４年でどうですか 北尾トロ 文春文庫 老後の楽しみにと思っている裁判傍聴の本。　北尾トロの本はどれもいけてる。

下流志向 内田樹 講談社 なぜ下流をめざす若者がたくさんいるのか

ガキの自叙伝 稲盛和夫 日本経済新聞社 松下幸之助、本田宗一郎の昭和三大起業家のうちでも、これが一押し

逆立ち日本論 養老孟司＋内田樹 新潮社 ああいえばこういう。旬の二人の対談。

十六世紀文化革命 山本義隆 みすず書房 文化が一般人の手に渡るプロセス。　意外な視点。

解剖医ジョンハンターの数奇な生涯 ウェンディー・ムーア 河出書房新社 十八世紀の偉大なマッドサイエンティスト　ちょっとこわすぎる

心は実験できるか ローレン・スレイター 紀伊国屋書店 アイヒマン実験をはじめとする戦慄の実験。

２００１年宇宙の旅 アーサー・Ｃ・クラーク ハヤカワ文庫 クラークの慧眼に感動　映画よりもずっとわかりやすい

僕はパパを殺すことに決めた 草薙厚子 講談社 裁判になった問題の書

告白 町田康 中公文庫 河内十人切りが河内音頭ならぬ町田節にのってにぎやかに語られる

ノーフォールト 岡井　崇 早川書店 von Willebrand 病と医療過誤　臨場感あふれる医学場面の描写　勉強になる

カラマーゾフの兄弟 ドストエフスキー 光文社 あまりに長いが、それだけの価値あり

戦後日本経済史 野口悠紀夫 新潮社 日本経済は何故たちおくれたのか、に対する一つの見方　なんとなく正しそう

未完の建築家　フランク・ロイド・ライト ハクスタブル ＴＯＴＯ出版 帝国ホテルを設計した名建築家の波瀾万丈の伝記

iCon スティーブジョブス　偶像復活 ジェフリー・ヤング 東洋経済新報社 ここまで浮き沈みの激しい人生は他になかろう　アップル創始者の伝記

ただマイヨジョーヌのためでなく ランス・アームストロング 講談社文庫 ツールドフランス７連覇のランス　悪性腫瘍の治療からの復帰はすごい

医療崩壊 小松秀樹 朝日新聞社 医師の「立ち去り方サボタージュ」その他。　納得いく意見が多い。

セレンディピティと近代医学 モートン・マイヤーズ 中央公論新社 おもしろいエピソードが満載！　超おすすめ！

まんが　医学の歴史 茨木　保 医学書院 医学の進歩がよくわかる。　マンガだけどレベルは高い。

迷惑な進化 シャロン・モアレム 日本放送協会出版 病気の「進化」についての本　レベルとしては「病気はなぜ、あるのか」の方がいい

ダウンタウンに時は流れて 多田富雄 集英社 免疫学の大家　多田富雄先生の遺作　ノスタルジーがすばらしい、ある種の遺書

単純な脳、複雑な「私」 池谷裕二 朝日出版社 気鋭の神経科学者　池谷さんの力作　　日本のラマチャンドランか

医療崩壊の真実 勝又健一 アスキー出版 医師以外の書いた医療崩壊の本　少し視点がちがっておもしろい

私がしたことは殺人ですか？ 須田セツ子 青志社 川崎筋弛緩剤殺人事件で有罪になった女医さんの本　ほとんど冤罪であることがわかる

眠れない一族 ダニエル・マックス 紀伊國屋書店 プリオンの話　うまく書けてておもしろい

となり町戦争 三崎亜記 集英社 この作者の本は大好き

アメリカ臨床医学大作戦 岸本暢将 羊土社 他にもいろいろと参考になる本があります。

人間の建設 小林秀雄・岡潔 新潮文庫 超ハイレベルの世間話　すばらしすぎる

コーランを知っていますか 阿刀田高 新潮文庫 笑って学べるイスラム教　なんとも不可思議なコーランである

完全なる証明 マーシャ・ガッセン 文藝春秋 ポアンカレ予想をを証明した奇人数学者ペレルマンの伝記　数学がわからなくても楽しめる

経済は感情で動く マッテオ・モッテルリーニ 紀伊國屋書店 行動経済学の超入門書　いちど読んでみるとおもしろい

ラッキーマン マイケル・J・フォックス ソフトバンク文庫 バックトゥーザフューチャーのマイケルJフォクスがパーキンソン病に倒れて…

いつも上を向いて マイケル・J・フォックス ソフトバンク 上の本の続き　患者さんが楽観的に生きるとはどういうことか

ヒトゲノムを解読した男　クレイグ・ベンター自伝 クレイグ・ベンター 化学同人 ベンターの半世紀　冒険活劇よりもはるかにおもしろい　伝記の最高傑作の一つ

フェイスブック デビッド・カークパトリック 日経BP フェイスブックのマークザッカーバーグの伝記。世界を変えた若者の物語。

貧困のない世界を創る ムハマド・ユヌス 早川書房

グラミン銀行の創始者にしてノーベル平和賞受賞者。一人で世界を変えられることに感

動。

子どもの脳を守る　-小児神経外科医の報告 山崎麻美 集英社新書 大阪医療センターの山崎先生の本。特に女の子に読んでほしい。すばらしい先生です。

なぜ女は昇進を拒むのか スーザン・ピンカー 早川書房

進化心理学が解く性差のパラドクスという副題。男女は平等であるべきだが同等ではな

い。

代替医療のトリック サイモン・シン　他 新潮社 代替医療はすべてウソ？　あのサイモン・シン、話題の一作。

The Empire of All Maladies S. Mukherjee Kindle がんの歴史。抜群のおもしろさ！ピュリッツァー賞受賞作！

不死細胞ヒーラ R. Skloot 講談社 最初に樹立された細胞株、HELAの歴史。

オオカミ少女はいなかった 鈴木光太郎 新曜社 心理学の神話をめぐる冒険。だまされないようにしよう。

救児の人々 熊田梨恵 lohasmedia NICUの問題点についてのインタビュー集。「医療にどこまで求めますか？」

選択の科学 シーナ・アイエンガー 文藝春秋

人間は選択したがる動物である。選択しなければ不満になるが、選択肢が多すぎるとダ

メ。

錯覚の科学 チャブリス & シモンズ 文藝春秋 注意力には限界がある。勘違いは避けられない。などなど、目から鱗の話が続く。

これからの「正義」の話をしよう マイケル・サンデル 早川書房 ごぞんじ「ハーバード白熱教室」のサンデル教授講義録。これからの世界の選択肢は？

理系の子 ジュディ・ダットン 文藝春秋 アメリカの高校生科学オリンピックの話。むちゃくちゃにレベルが高い。

おせっかい教育論 鷲田清一、内田樹、他 １４０B

鷲田前総長と、内田樹せんせ、平松前大阪市長、釈徹宗師の対談。おもろいおっちゃん

ばかり。

医者は現場でどう考えるか ジェローム・グループマン 石風社 ハーバードの教授が書く「誤診」のメカニズム。全医学生必読の書です！！！

山行記 南木佳士 山と渓谷社 これほど登れない登山家（？）の山行記がこれまであったろうか。愛する南木佳士の本。

ピダハン ダニエル・L・エヴェレット みすず書房 アマゾンに、他とは全く違う言語を繰る部族がいた。言語の本能はほんとうにあるのか？

不登校児再生の島 奥野修司 文藝春秋 沖縄の離島で、いろいろな問題をかかえた中学生が一つ屋根の下で過ごす。

遺伝子医療革命 フランシス・S・コリンズ 日本放送協会出版 ゲノムの大家が書く最新の遺伝子像。これ一冊で現状のおおよそがわかるという良書。

世界を変える教育 ウェンディ・コップ 英治出版

貧しい子供にも良い教育を、という「ティーチ・フォー・アメリカ」の話。若者のエネルギー

に感動。

歴史は「べき乗則」で動く マーク・ブキャナン ハヤカワ文庫 雪崩や地震、種の絶滅、株価変動など、原理的に予測は不可能である。

なかのとおるの生命科学者の伝記を読む 仲野　徹 学研メディカル秀潤社 とりあえず読んでみてください。かなりおもろいです。いつでもサインします。

○　教養人と思わせるための必読書

△　実用書

ハリウッド映画ベスト１００　から http://aokiuva.web.infoseek.co.jp/afi.html

　１位　市民ケーン 1941 ハリウッド映画を変えたといわれる伝説の映画　ハリウッド史上最高傑作　rose bud って何？

　２位　カサブランカ 1942 ボギー、あんたの時代はよかった　

　３位　ゴッドファーザー 1972 フランシス・コッポラ監督のご存知マフィア映画　

　４位　風と共に去りぬ 1939 まぁ、永遠の名作ですな　ちょっと長すぎるけど

　５位　アラビアのロレンス 1962 アカバへ向かう　ピーター・オトゥール演じるロレンス　男のロマンですな

　６位　オズの魔法使い 1939 大昔の傑作ミュージカル　　これを見るとエルトン・ジョンの Goodbye yellow brick road を思い出す

　８位　卒業 1967 昔、初恋の人と見に行った思い出の映画　　みんなには関係ないことですけど

　９位　シンドラーのリスト 1993 ユダヤ人たちを強制収容所送りから救うシンドラー　スビルバーグが狙ってきっちりアカデミー賞もらった

１０位　雨に歌えば 1952 フレッド・アステアが傘を持って踊るシーン　すばらしい

１１位　素晴らしき哉、人生 1946 人生は悪くないと教えてくれる　

１５位　スターウォーズ 1977 episode 3 より何より第一作　ハリソンフォードとキャリーフィッシャーとチューバッカがいい


