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新着案内（文庫・新書）

日本は、社会の問題をなんでもかんでも

教育で解決しようとする「教育依存」の

状況にある。本書は、そのような教育依

存の歪さを解説し、解決の方途を模索し

た、現代社会に対する「教育学の反抗の

書」である。

【専攻分野】
民法・契約法

公共政策学部
公共政策学科

木戸茜 先生

【専攻分野】
教育制度論・職業教育学

公共政策学部
福祉社会学科

瀧本知加 先生

♦今月の教員推薦図書♦

アクセスはこちら

図書館運営委員会の先生方による推薦図書を紹介する「今月の教員推薦図書」。
今号は、公共政策学部公共政策学科の木戸茜先生、福祉社会学科の野田浩資先生、
同じく福祉社会学科の瀧本知加先生にご寄稿いただきました。

自動運転車が事故を起こしたら誰の責任？

ビッグデータ収集と個人のプライバシーの

関係は？——めざましい進化を遂げるテク

ノロジーに、果たして法は対応できるので

しょうか。本書を読んで「AIの時代」に備

えましょう！ AIの時代と法(岩波新書)

小塚荘一郎 / 岩波書店 / 2019.11
請求記号 007.13||K

環境社会学入門
持続可能な未来をつくる(ちくま新書)

長谷川公一 / 筑摩書房 / 2021.7
請求記号 361.7||H

寒さが日ごとに増し、星が綺麗に見える季節になりました。

さて、「新着案内News Letter」第7号を発行いたしました。

今月も、様々な分野から文庫・新書が数多く蔵書に加わりました。

論文執筆に追われている方もそうでない方も、体調を崩さないように暖かくして読書を楽しんでください！

【専攻分野】
環境社会学・社会学理論

公共政策学部
福祉社会学科

野田浩資 先生

環境社会学という社会学のなかでも

比較的新しい分野の入門書です。こ

の分野の開拓者の一人である著者が、

自らの研究史と重ねながら、持続可

能性を目標・課題とする社会の構想

について、問いかけ、語りかけてい

ます。

「生存競争 (サバイバル)」
教育への反抗(集英社新書)

神代健彦 / 集英社 / 2020.7
請求記号 370.4||K

新しく蔵書に加わった文庫・新書は、WEB本棚サービス「ブクログ」でも確認できます。
本のレビュー欄に、府大図書館の蔵書検索OPACへのリンクを貼っています。ぜひご利用ください。

右のQRコードからアクセスしていただけます⇒



肉体の性別とは違う性認識を持つこと
が尊重されるようになってきた。先進
的に見えるが、実は日本の古典文学に
は男女の境が曖昧な話が数多く存在す
る。
男同士が恋愛仕立ての歌を詠み合った
り、経済力のある姫が一族を養ったり
…。
神話から江戸川柳までの古典作品を通
して、「伝統的な」男らしさ・女らし
さのウソを解き明かす。

ジェンダーレスの日本史 : 古典で知る驚きの性
（中公新書ラクレ）

大塚ひかり / 中央公論新社 / 2022.11 請求記号 910.2||O

地球科学とは、地球の成り立ちを研究す
る学問であり、私たちの日常生活に密接
した学問である。
宇宙や生命はどうやって生まれたのか。
地球のエネルギー資源はどう作られてい
るのか。気候変動や災害の原因は何か。
「地球・生命」「環境・気象」 「資源・
エネルギー」 「地震・津波・噴火」の4
項目から、未来を安全に豊かに生きるた
めの知識を学べる一冊。

知っておきたい地球科学
ビッグバンから大地変動まで （岩波新書）
鎌田浩毅 / 岩波書店 / 2022.11 請求記号 450||K

文豪・夏目漱石が生きた時代は、自転車
の普及や自動車の出現、鉄道の開通、蒸
気船の就航など、交通手段が大きく発展
した時期でもあった。
旅行や留学、日常生活において、漱石は
様々な移動手段を利用したようである。
彼の目に、目まぐるしく変化する交通事
情はどのように映ったのだろうか。
日記や小説の描写を通して、文豪の生涯
に「交通」という切り口で迫る一冊。

旅する漱石と近代交通 : 鉄道・船・人力車
（平凡社新書）

小島英俊 / 平凡社 / 2022.11 請求記号 910.268||N

モーツァルト、ヴェルディ、ワーグナー、
チャイコフスキー…。名高い音楽家の多
くは、現代でも頻繁に上演されるような
オペラを作曲してきた。
長年人気を博してきた秘密とは何か。
作曲家16人の代表作からオペラの歴史を
通観する。
作品理解を深めるために必要な、時代背
景や人物関係、作者の人生を網羅した1冊。
曲を聞いたことはあるけれどよくは知ら
ないという人に特におすすめ。

16人16曲でわかるオペラの歴史（平凡社新書）

加藤浩子 / 平凡社 / 2022.11 請求記号 766.1||K

2023年1月より放送の大河ドラマでは
主人公として取り上げられる徳川家康。
戦国乱世を勝ち抜き、天下を治めたが、
天下統一までの道のりは決して平坦で
はなかった。
三方原の合戦、本能寺の変、関ヶ原の
合戦、大坂の陣など、家康が立った10
の重大な局面から、彼の人生をたどる。
最新研究で見えてきた徳川家康像につ
いてまとめた概説書。

徳川家康の決断 : 桶狭間から関ヶ原、
大坂の陣まで10の選択 （中公新書）
本多隆成 / 中央公論新社 / 2022.10 請求記号 289.1||T

生物の「雄」「雌」とは、異なる生殖器官
をもった性が別個に存在するのではなく、
雄から雌へと連続する表現型ではないか。
性の本質をそのように捉える驚きの研究が、
生物学の最前線で進んでいる。
「性スペクトラム」研究の第一人者である
著者が、二項対立では語れない性本来の姿
を解き明かす。
「生物の性は生涯替わり続けている」など、
興味深い事象についてやさしく解説。

オスとは何で、メスとは何か？
「性スペクトラム」という最前線（NHK出版新書）
諸橋憲一郎 / NHK出版 / 2022.10 請求記号 481.35||M

「聴く」(=声に耳を傾ける)ほうが難しそ
うに見えて、実は「聞く」 (=声が耳に
入ってくる)ほうが難しい。
「聞く」の不全が社会を覆う今、「聞
く」の回復と、「聞く」を支える「聞い
てもらう」との循環が必要であると筆者
は語る。
聞く・聞いてもらうための技術から、
「聞く」に備わる深い力まで、読んだそ
ばからコミュニケーションが変わる革新
的な一冊。

聞く技術聞いてもらう技術（ちくま新書）

東畑開人 / 筑摩書房 / 2022.10 請求記号 361.454||T

調子が悪い時に、「気の持ちよう」など
と言われることがある。しかし、心が
弱っているのは、もしかしたら「脳」の
調子が悪いだけかもしれない。
曖昧で実体のなさそうな「心」を脳科学
から捉え直し、心と脳の働きについて考
える。
自分とは何か？という究極の問いについ
てこの本と一緒に考えてみよう。そして
悩みにとらわれすぎない自分になろう。

「気の持ちよう」の脳科学（ちくまプリマー新書）

毛内拡 / 筑摩書房 / 2022.11 請求記号 491.371||M



2022年12月 新着案内(文庫・新書)

書名(シリーズ名) 著編者名 出版社 出版年月 請求記号

AIの時代と法(岩波新書)
※教員推薦図書(公共：木戸茜先生)

小塚 荘一郎 岩波書店 2019.11 007.13||K

【東洋哲学】

思想史講義【明治篇Ⅰ】(ちくま新書) 山口 輝臣・福家 崇洋 筑摩書房 2022.10 121.6||Y||1

【仏教】

スッタニパータ　ブッダの言葉(光文社古典新訳文庫) 今枝 由郎 光文社 2022.03 183||B

古代オリエント全史 : エジプト、メソポタミアからペルシアまで４０００年の興亡
(中公新書)

小林 登志子 中央公論新社 2022.11 209.33||K

【日本史】

日本史を暴く : 戦国の怪物から幕末の闇まで(中公新書) 磯田 道史 中央公論新社 2022.11 210.04||I

現代を生きる日本史(岩波現代文庫) 須田 努・清水 克行 岩波書店 2022.11 210.04||S

奈良時代 : 律令国家の黄金期と熾烈な権力闘争(中公新書) 木本 好信 中央公論新社 2022.11 210.35||K

【ヨーロッパ史・西洋史】

イギリス社会史　1580-1680(ちくま学芸文庫) キース・ライトソン 筑摩書房 2022.10 233.05||W

アイルランド現代史 : 独立と紛争、そしてリベラルな富裕国へ(中公新書) 北野 充 中央公論新社 2022.09 233.9||K

ヴァイマル憲法とヒトラー : 戦後民主主義からファシズムへ(岩波現代文庫) 池田 浩士 岩波書店 2022.11 234.072||I

【伝記】

徳川家康の決断 : 桶狭間から関ヶ原、大坂の陣まで１０の選択(中公新書) 本多 隆成 中央公論新社 2022.10 289.1||T

田中耕太郎 : 闘う司法の確立者、世界法の探求者(中公新書) 牧原 出 中央公論新社 2022.11 289.1||T

家康の正妻　築山殿 : 悲劇の生涯をたどる(平凡社新書) 黒田 基樹 平凡社 2022.10 289.1||T

宇沢弘文 : 新たなる資本主義の道を求めて(講談社現代新書) 佐々木 実・宇沢 弘文 講談社 2022.10 289.1||U

ふしぎな中国(講談社現代新書) 近藤 大介 講談社 2022.10 302.22||K

オックスフォード大教授が問う思考停止社会ニッポン : 曖昧化する危機言説
(中公新書ラクレ)

苅谷 剛彦 中央公論新社 2022.10 304||K

【政治】

近代日本外交史 : 幕末の開国から太平洋戦争まで(中公新書) 佐々木 雄一 中央公論新社 2022.10 319.1||S

【法律】

NATO 冷戦からウクライナ戦争まで(平凡社新書) 村上 直久 平凡社 2022.11 329.37||M

【経済】

行動経済学の処方箋 : 働き方から日常生活の悩みまで(中公新書) 大竹 文雄 中央公論新社 2022.11 331||O

「移民国家」としての日本 : 共生への展望(岩波新書) 宮島 喬 岩波書店 2022.11 334.41||M

世界インフレの謎(講談社現代新書) 渡辺 努 講談社 2022.10 337.9||W

【社会】

聞く技術 聞いてもらう技術(ちくま新書) 東畑 開人 筑摩書房 2022.10 361.454||T

環境社会学入門 : 持続可能な未来をつくる(ちくま新書)
※教員推薦図書(福祉：野田浩資先生)

長谷川 公一 筑摩書房 2021.07 361.7||H

【教育】

「生存競争 (サバイバル)」教育への反抗(集英社新書)
※教員推薦図書(福祉：瀧本知加先生)

神代 健彦 集英社 2020.07 370.4||K

2類(200-299)　歴史

0類(000-099)　総記

1類(100-199)　哲学

3類(300-399)　社会科学



2022年12月 新着案内(文庫・新書)

書名(シリーズ名) 著編者名 出版社 出版年月 請求記号

【風俗習慣・民俗学・民族学】

沖縄の食文化(ちくま学芸文庫) 外間 守善 筑摩書房 2022.11 383.8||H

【国防・軍事】

孫子―「兵法の真髄」を読む(中公新書) 渡邉 義浩 中央公論新社 2022.11 399.23||W

【物理学】

相対性理論の起原 他四篇(岩波文庫) 廣重 徹・西尾 成子 岩波書店 2022.11 421.2||H

宇宙を解くパズル　「真理」は直観に反している(ブルーバックス)
カムラン・バッファ
大栗 博司

講談社 2022.10 421||V

【地球科学・地学】

知っておきたい地球科学 : ビッグバンから大地変動まで(岩波新書) 鎌田 浩毅 岩波書店 2022.11 450||K

【動物学】

オスとは何で、メスとは何か？ : 「性スペクトラム」という最前線(ＮＨＫ出版
新書)

諸橋 憲一郎 NHK出版 2022.1 481.35||M

【医学・薬学】

「気の持ちよう」の脳科学(ちくまプリマー新書) 毛内 拡 筑摩書房 2022.11 491.371||M

カラー図解　脳の教科書　はじめての「脳科学」入門(ブルーバックス) 三上 章允 講談社 2022.10 491.371||M

【運輸・交通・観光事業】

にっぽんの鉄道１５０年―蒸気機関車から新幹線、リニアへ(平凡社新書) 野田 隆 　 平凡社 2022.09 686.21||N

キリスト教美術史 : 東方正教会とカトリックの二大潮流 : カラー版(中公新
書)

瀧口 美香 中央公論新社 2022.09 702.099||T

【音楽・舞踏・バレエ】

16人16曲でわかる オペラの歴史(平凡社新書) 加藤 浩子 平凡社 2022.11 766.1||K

言語学を学ぶ(ちくま学芸文庫) 千野 栄一 筑摩書房 2022.11 801||C

【日本語】

書く力 : 加藤周一の名文に学ぶ(集英社新書) 鷲巣 力 集英社 2022.10 816||W

【英語】

教養の語源英単語(講談社現代新書) 清水 建二 講談社 2022.10 832||S

シンプルで伝わる英語表現 : 日本語との発想の違いから学ぶ(ちくま新書)
倉林 秀男
ジェフリー・トランブリー

筑摩書房 2022.10 837.8||K

【日本文学】

ジェンダーレスの日本史 : 古典で知る驚きの性(中公新書ラクレ) 大塚 ひかり 中央公論新社 2022.11 910.2||O

旅する漱石と近代交通 : 鉄道・船・人力車(平凡社新書) 小島 英俊 平凡社 2022.11 910.268||N

司馬遼太郎の時代 : 歴史と大衆教養主義(中公新書) 福間 良明 中央公論新社 2022.10 910.268||S

芭蕉のあそび(岩波新書) 深沢 眞二 岩波書店 2022.11 911.32||F

平家物語 他六篇(岩波文庫) 石母田 正・髙橋 昌明 岩波書店 2022.11 913.434||I

増補版 笑って生ききる : 寂聴流　悔いのない人生のコツ(中公新書ラクレ) 瀬戸内 寂聴 中央公論新社 2022.10 914.6||S

【英米文学】

臨海楼綺譚―新アラビア夜話第二部(光文社古典新訳文庫) スティーヴンスン 光文社 2022.04 933.6||S||2

エリア随筆抄(岩波文庫) チャールズ・ラム 岩波書店 2022.10 934.6||L

9類(900-999)　文学

8類(800-899)　言語

7類(700-799)　芸術・美術

6類(600-699)　産業

4類(400-499)　自然科学


