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判断力を育もう！
近頃は、ネットで検索エンジンを使って物事を瞬時に調べることができます。便利になりました。
確かに知識はそれでカバーできます。しかし、知というものは、知識だけでいいのでしょうか。
もっと大事なのは判断力です。物事を考え抜く力です。知とは、紆余曲折の先にある悩みの集大成です。
たくさん本を読みましょう。読書を通して、知識の蓄積だけでなく、適確な判断ができる人になってください。
林美智代先生
・ 『コロンブスの不平等交換--作物・奴隷・疫病の世界史―』 山本紀夫 角川選書❚図書館購入予定
・ 『金は巌も崩す―エルナン・コルテスとメキシコ―』 伊藤章 鳥影社❚図書館購入予定

梶田純子先生
・ 『現代スペインの諸相―多民族国家への射程と相克』 (編)牛島万 (監修)坂東省次 明石書店 ❚図書館購入予定

井尻直志先生
・ 『密林の語り部』 バルガス＝リョサ 岩波文庫 ❚2F 文庫 963/V42
「小説家である私の語る物語とペルーのジャングルに住む先住民の語り部が語る物語が対法的に展開する小説。」

・ 『模範小説集』 セルバンテス 国書刊行会 ❚3F 一般 968/Su75/5
「黄金世紀スペインを代表する作家の短編集。」

和佐敦子先生
・ 『外国語学習の科学』 白井恭弘 岩波書店 ❚3F一般 807/Sh81
「第二言語習得理論の成果をもとに実践面のヒントを提供している。」

・ 『スペイン語圏の形成と多様性』 堀田英夫 朝日出版社 ❚3F一般 860.2/H96

山森靖人先生
・ 『物語 ラテン・アメリカの歴史 ―未来の大陸』 増田義郎 中公新書❚3F一般 255/Ma66
「「現代ラテンアメリカ」の教科書です。」

・ 『大学生学びのハンドブック―勉強法がよくわかる！（3訂版）』 世界思想社編集部編 世界思想社❚3F参考 377.15/Se22
「「現代ラテンアメリカ」と「現代スペイン」での推薦参考書です。」

・ 『大学生のための知的技法入門（第2版）』
佐藤望編著、湯川武、横山千晶、近藤明彦著 慶應義塾大学出版会 ❚3F一般 377.15/Sa85
「「現代ラテンアメリカ」と「現代スペイン」での推薦参考書です。」

・ 『反米大陸 ―中南米がアメリカにつきつけるＮＯ！』 伊藤千尋 集英社新書 ❚3F一般 319.55/I89
「ラテンアメリカ諸国と米国の関係を知るための入門書です。」

・ 『講座 世界の先住民族 ファースト・ピープルズの現在 ―08 中米・カリブ海・南米』
綾部恒雄監修、黒田悦子ほか編

明石書店 ❚3F一般 389/Ko98/8

「ラテンアメリカの先住民を知るための入門書です。」

砂原由美先生
・ 『エバ・ルーナ』 イサベル・アジェンデ 国書刊行会 ❚3F一般 963/A41e

フェルナンド・ブランコ先生
・ 『侍』 遠藤周作 新潮文庫 ❚2F文庫 913.6/E59

辻井宗明先生
・ 『スペインとポルトガルのことば』 坂東省次, 浅香武 同学社 ❚3F一般 860/B18
・ 『スペイン語の歴史』 ラファエル・ラペサ 昭和堂 ❚3F一般 860.2/L31

ルイジ・ディ・マルティノ先生
・ 『キューバ ― 超大国を屈服させたラテンの魂！』 伊藤千尋 高文研 ❚図書館購入予定

長瀬由美先生
・ 『歴史入門』 フェルナン・ブローデル 中公文庫 ❚図書館購入予定
・ 『新版 史的システムとしての資本主義』 I.ウォーラーステイン著,川北稔訳 岩波書店 ❚3F一般 332.06/W36

土井裕文先生
・ 『Don Juan Tenorio』 José Zorrilla Espasa-Calpe ❚書庫 968/C74/201
「José Zorrilaによって書かれた不朽の名作です。」

ポーラ・レテリエル先生
・ 『El Coronel no tiene quien le escriba』 Gabriel García Màrquez Mondadori ❚2F一般 963/G21
・ 『El amor en los tiempos del cólera』 Gabriel García Màrquez Randon House ❚2F一般 963/G21
・ 『Crónica de una muerte anunciada』 Gabriel García Màrquez Randon House ❚2F一般 963/G21
・ 『El Cazador』 Jordi Sierra i fabra Ediciones S.M ❚1Popular 860/テキスト
・ 『Relatos fantásticos latinoamericanos 1 y 2』 Galeano y otros Editorial Popular ❚1Popular 860/テキスト
・ 『アミ小さな宇宙人』 エンリケ・バリオス 徳間書店 ❚2F文庫 963/B24/1
・ 『ゾロ : 伝説の始まり』 イサベル・アジェンデ 扶桑社 ❚2F文庫 963/A41/1
・ 『パウラ、水泡なすもろき命』 イサベル・アジェンデ 国書刊行会 ❚3F一般 960.28/ A41
・ 『天使の運命』 イサベル・アジェンデ PHP研究所 ❚3F一般 963/A41/1
・ 『盆栽 ; 木々の私生活』 アレハンドロ・サンブラ 白水社 ❚3F一般 963/Z1
・ 『鼻持ちならないガウチョ』 ロベルト・ボラーニョ 白水社 ❚3F一般 963/B63
・ 『通話』 ロベルト・ボラーニョ 白水社 ❚3F一般 963/B63
・ 『El capitán Alatriste』 Arturo Pérez Reverte Punto de lectura ❚2F一般 963/P41/1
・ 『泥棒の息子』 マヌエル・ロハス 三友社出版 ❚3F一般 963/R62
・ 『Los muchachos de Dublin』 Jean Claude Alain Ediciones SM ❚1Popular 860/テキスト
・ 『Viajeros』 東京大学教養学部スペイン語部会編 東京大学出版会 ❚1Popular 860/テキスト
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