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新着案内（文庫・新書）

♦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、生命環境学部森林科学科の宮藤久士先生、生命分子化学科の高野和文先生

にご寄稿いただきました。

農家はもっと減っていい
農業の「常識」はウソだらけ

（光文社新書）
久松達央 / 光文社 / 2022.08 

請求記号 612.1||H

朝晩はまだまだ冷え込みますが、少しずつ日差しが春らしくなってきました。

さて、「新着案内News Letter」第9号を発行いたしました。

今月も、多分野の文庫・新書が蔵書に仲間入りしました。

期末試験も一段落したこの時期、図書館でも家でもゆっくり読書を楽しんでください。

【教員紹介】生命環境学部
森林科学科

宮藤久士 先生

SDGs（持続可能な開発目標）について、人権問題や環境問題など

に関係する具体的なトピックスを取り上げながら地理的な視点を盛

り込んで紹介されており、文系理系を問わず読みやすい内容となっ

ています。

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⇒

SDGsは地理で学べ
（ちくまプリマー新書) 
宇野 仙 / 筑摩書房 / 2022.10

請求記号 290.1||U

会社勤めから農業に転身した著者が、日本の農業問題をぶった切る。

これからの食・農業・地方の問題から、自立自走した働き方・人材育成

など、考えさせられることがいっぱい！

【教員紹介】生命環境学部
生命分子化学科

高野和文 先生

専攻分野：森林資源循環学
主な研究テーマ：木質バイオマスからのエネルギー
および有用ケミカルスの創製に関する研究

専攻分野：生命構造化学
主な研究テーマ：タンパク質の形作りに着目した、
生命現象の解明から応用技術の開発



ADHDやASDを病いと呼ぶのなら「普
通」も同じように病いと言えるのではない
だろうか。”健常”という言葉に暗に含まれ
ているのは、「自分は普通なのだ」という
一部の定型発達の人のこだわりなのである。
「いいね」によって一つの「私」に束ね

られる日々の中で、極端な「普通」がもた
らすしんどさから抜け出すためのヒントと
なる一冊。
著者が引用する、「人間とは一つの症状

なのだ」の意味とは。

普通という異常 : 健常発達という病（講談社現代新書）

兼本浩祐 / 講談社 / 2023.1 請求記号 493.7||K

哲学者ヴィトゲンシュタインは、「言葉を
使って生きている人間のありのまま」「規則
(ルール)に従ったふるまい」のことを「言語
ゲーム」と呼んだ。出来事をそっくりそのま
ま言葉に写し取ることはできないが、なんと
か自分の言葉にしようと格闘することは、
「考える」「生きる」ことと等しい。
真剣に自分で考え自分の言葉で語るという

練習を、36の問題を通して行う。
言語を通して社会の成り立ちを考えなおす

1冊。

言語ゲームの練習問題（講談社現代新書）

橋爪大三郎 / 講談社 / 2022.12 請求記号 134.97||H

誹謗中傷やフェイクニュースがあふれ、
詐欺やサイバー犯罪で脅かされる場となり
つつあるインターネット。最近特に注目を
集めているDXやメタバースが、この傾向
を助長することはないのか。日本がデジタ
ル後進国となった原因は何だろうか。自由
なデータの高速交換によって、望ましい社
会的決定は達成できるか。
インターネットを健全な集合知の生まれ

る場とする道筋を考え、この国のデジタル
化成功への道を探る。

超デジタル世界 : DX、メタバースのゆくえ
（岩波新書）

西垣 通 / 岩波書店 / 2023.1 請求記号 007.3||N

男性政治とは、男性だけで営まれ、男性
だけが迎え入れられ、それを当然だと感じ、
たまに女性の参入が認められても対等には
扱われない政治を指す。この見慣れてし
まった景色を、21世紀の今日も民主主義と
呼んでいいものだろうか。

MeToo運動をはじめ、ジェンダー平等な
社会を目指す推進力が生まれているが、男
性政治の最後の砦、永田町がこの流れを阻
んでいる。
あらゆる人が生きやすい社会への道と、

そこに至るまでの課題を探る。

さらば、男性政治（岩波新書）

三浦まり / 岩波書店 / 2023.1 請求記号 312.1||M

心は自由に動けるのか、必然に従うのか―。
どんな家に生まれたかによって人生は大きく
左右する。しかし、環境や親からの影響を自
覚できれば、運命を変え自由になるというこ
とも可能ではないだろうか。
本書では、生まれてから60代までの心の動

きを分析して分かった六つの心の法則から、
「人生の自由と必然」「幸せ」を考える。精
神科医である著者が、人生を織りなしてゆく
力について丁寧に指南する。
心理発達について知りたい人におすすめ。

親は選べないが人生は選べる（ちくま新書）

高橋和巳 / 筑摩書房 / 2022.12 請求記号 143||T

日本最古の地図記号「温泉」、ナチス
のカギ十字を連想させるとして「卍」か
らの変更が検討された「寺院」、封筒
マークもあった「郵便局」、小中学生か
ら公募した「老人ホーム」…。
地図記号について著者は、「明治から

令和に至る日本社会の変貌が読み取れ
る」と語る。
中学生の頃から地形図に親しんできた

地図研究家が、人の暮らしとともに変化
していく地図記号の奥深さを紹介する。

地図記号のひみつ（中公新書ラクレ）

今尾恵介 / 中央公論新社 / 2023.1 請求記号 448.9||I

私たちの体は多種多様な細胞からでき
ているが、個々の細胞の生命現象や個性
は、共通のDNAに書き込まれたゲノム情
報によって作り出されている。現在、多
くの生物のゲノム塩基配列が明らかにな
り、新たな生命現象の仕組みや生命機能
が見えてきた。ゲノム、遺伝子、DNAの
基本から最新の生命像まで、大きく発展
し続ける分子生物学研究を、DNAに書か
れた生命情報という観点からわかりやす
く解説。

新しいゲノムの教科書 : DNAから探る最新・生命
科学入門 （ブルーバックス）
中井謙太 / 講談社 / 2023.1 請求記号 467.3||N

現代社会では、自分がすでに持ってい
る信念や先入観を裏付けるデータばかり
を求め世界を歪んで理解してしまう「確
証バイアス」があふれている。そのよう
な「確証バイアス」が過剰に働き、他人
の考えを受け入れず現実社会の歪みを許
容できない「正義の味方」は何だか恐ろ
しい。
自分にも他人にも自由を認め、柔軟に

生きるための思考法を考える、現代世界
を65の角度で切り取った1冊。

正義の味方が苦手です（新潮新書）

古市憲寿 / 新潮社 / 2023.1 請求記号 304||F



2023年2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

超デジタル世界 : DX、メタバースのゆくえ（岩波新書） 西垣 通 岩波書店 2023.01 007.3||N

つながりの哲学的思考 : 自分の頭で考えるためのレッスン（ちくま新書） 米山 優 筑摩書房 2022.12 104||Y

古典について（講談社学術文庫） 吉川 幸次郎 講談社 2021.04 121.04||Y

思想史講義【戦前昭和篇】（ちくま新書） 山口 輝臣 筑摩書房 2022.12 121.6||Y

マルクス・アウレリウス : 『自省録』のローマ帝国（岩波新書） 南川 高志 岩波書店 2022.12 131.5||N

リヴァイアサン　（上）（ちくま学芸文庫） トマス・ホッブズ 筑摩書房 2022.12 133.2||H||1

リヴァイアサン　（下）（ちくま学芸文庫） トマス・ホッブズ 筑摩書房 2022.12 133.2||H||2

人間の知的能力に関する試論　（上）（岩波文庫） トマス・リード 岩波書店 2022.12 133.3||R||1

言語ゲームの練習問題（講談社現代新書） 橋爪 大三郎 講談社 2022.12 134.97||H

今を生きる思想　ミシェル・フーコー : 権力の言いなりにならない生き方（講談社
現代新書）

箱田 徹 講談社 2022.12 135.57||H

「覚える」と「わかる」 : 知の仕組みとその可能性（ちくまプリマー新書） 信原 幸弘 筑摩書房 2022.12 141.1||N

脳の闇（新潮新書） 中野 信子 新潮社 2023.02 141.6||N

親は選べないが人生は選べる（ちくま新書） 高橋 和巳 筑摩書房 2022.12 143||T

〈共生〉から考える : 倫理学集中講義（岩波現代文庫） 川本 隆史 岩波書店 2022.12 150.4||K

〈個〉の誕生 : キリスト教教理をつくった人びと（岩波現代文庫） 坂口 ふみ 岩波書店 2023.01 191||S

大塩平八郎の乱 : 幕府を震撼させた武装蜂起の真相（中公新書） 藪田 貫 中央公論新社 2022.12 210.58||Y

日本の歴史問題　改題新版（中公新書） 波多野 澄雄 中央公論新社 2022.12 210.76||H

SDGsは地理で学べ（ちくまプリマー新書)
※教員推薦図書(森林：宮藤久士先生)

宇野 仙 筑摩書房 2022.10 290.1||U

中学入試超良問で学ぶニッポンの課題（中公新書ラクレ） おおた としまさ [ほか] 中央公論新社 2022.12 302.1||O

ウクライナ 通貨誕生 : 独立の命運を賭けた闘い（岩波現代文庫） 西谷 公明 岩波書店 2023.01 302.386||N

正義の味方が苦手です（新潮新書） 古市 憲寿 新潮社 2023.01 304||F

小国 : 歴史にみる理念と現実（岩波現代文庫） 百瀬 宏 岩波書店 2022.12 311||M

さらば、男性政治（岩波新書） 三浦 まり 岩波書店 2023.01 312.1||M

ポピュリズムに揺れる欧州政党政治（文庫クセジュ） パスカル・ペリノー 白水社 2023.01 312.3||P

政治と宗教 : 統一教会問題と危機に直面する公共空間（岩波新書） 島薗 進 岩波書店 2023.01 316.2||S

ルポ　アメリカの核戦力 : 「核なき世界」はなぜ実現しないのか（岩波新書） 渡辺 丘 岩波書店 2022.12 319.8||W

ゆるい職場 : 若者の不安の知られざる理由（中公新書ラクレ） 古屋 星斗 中央公論新社 2022.12 336.4||F

悪さをしない子は悪人になります(新潮新書) 廣井 亮一 新潮社 2023.01 368.71||H

孤塁 : 双葉郡消防士たちの3．11（岩波現代文庫） 吉田 千亜 岩波書店 2023.01 369.31||Y

「科学にすがるな！」 : 宇宙と死をめぐる特別授業（岩波現代文庫） 佐藤 文隆 [ほか] 岩波書店 2023.01 404||S

シンメトリー（ちくま学芸文庫） ヘルマン・ワイル 筑摩書房 2022.12 410.4||W

はまると深い！数学クイズ : 直感力・思考力を磨く（ブルーバックス） 横山 明日希 講談社 2023.01 410.79||Y

0類(000-099)　総記

1類(100-199)　哲学

2類(200-299)　歴史

3類(300-399)　社会科学

4類(400-499)　自然科学



2023年2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

アインシュタイン　一般相対性理論（岩波文庫） 小玉 英雄 岩波書店 2023.01 421.2||E

量子力学の多世界解釈 : なぜあなたは無数に存在するのか（ブルーバックス） 和田 純夫 講談社 2022.12 421.3||W

地図記号のひみつ（中公新書ラクレ） 今尾 恵介 中央公論新社 2023.01 448.9||I

物語 遺伝学の歴史 : メンデルからDNA、ゲノム編集まで（中公新書） 平野 博之 中央公論新社 2022.12 467.02||H

新しいゲノムの教科書 : DNAから探る最新・生命科学入門（ブルーバックス） 中井 謙太 講談社 2023.01 467.3||N

禁断の進化史 : 人類は本当に「賢い」のか（ＮＨＫ出版新書） 更科 功 ＮＨＫ出版 2022.12 469.2||S

良い死／唯の生（ちくま学芸文庫） 立岩 真也 筑摩書房 2022.12 490.15||T

寿命ハック : 死なない細胞、老いない身体（新潮新書） ニクラス・ブレンボー 新潮社 2022.12 491.358||B

普通という異常 : 健常発達という病（講談社現代新書） 兼本 浩祐 講談社 2023.01 493.7||K

巨大おけを絶やすな！ : 日本の食文化を未来へつなぐ（岩波ジュニア新書） 竹内 早希子 岩波書店 2023.01 583.5||T

日本酒の世界（講談社学術文庫） 小泉 武夫 講談社 2021.11 588.52||K

農家はもっと減っていい : 農業の「常識」はウソだらけ（光文社新書）
※教員推薦図書(生分：高野和文先生)

久松 達央 光文社 2022.08 612.1||H

森林に何が起きているのか : 気候変動が招く崩壊の連鎖（中公新書） 吉川 賢 中央公論新社 2022.12 654.5||Y

江戸絵画八つの謎(ちくま文庫) 狩野 博幸 筑摩書房 2022.12 721.025||K

増補　２０世紀写真史（ちくま学芸文庫） 伊藤 俊治 筑摩書房 2022.12 740.2||I

はじめてのクラシック音楽（講談社現代新書） 許 光俊 講談社 2023.01 760||K

山のリスクとどう向き合うか : 山岳遭難の「今」と対処の仕方（平凡社新書） 羽根田 治 平凡社 2023.01 786.18||H

現代文解釈の方法 : 着眼と考え方〔新訂版〕（ちくま学芸文庫） 遠藤 嘉基 筑摩書房 2022.12 817.5||E

いちにち、古典 : 〈とき〉をめぐる日本文学誌（岩波新書） 田中 貴子 岩波書店 2023.01 910.2||T

閑吟集（岩波文庫） 真鍋 昌弘 岩波書店 2023.01 911.64||M

箱の中のあなた : 山川方夫ショートショート集成(ちくま文庫) 山川 方夫 筑摩書房 2022.12 913.6||Y

年をとったら驚いた！(ちくま文庫) 嵐山 光三郎 筑摩書房 2022.12 914.6||A

小さいコトが気になります(ちくま文庫) 益田 ミリ 筑摩書房 2022.12 914.6||M

人生は、日々の当たり前の積み重ね（中公新書ラクレ） 曽野 綾子 中央公論新社 2022.12 914.6||S

ネット右翼になった父（講談社現代新書） 鈴木 大介 講談社 2023.01 916||S

郵便局（光文社古典新訳文庫） チャールズ・ブコウスキー 光文社 2022.12 933.7||B

Ｏ・ヘンリー ニューヨーク小説集 : 街の夢(ちくま文庫) オー・ヘンリー 筑摩書房 2022.12 933.7||H

サラゴサ手稿　（下）（岩波文庫） ヤン・ポトツキ 岩波書店 2023.01 953.6||P||3

同調者（光文社古典新訳文庫） モラヴィア 光文社 2023.01 973||M

未成年3（光文社古典新訳文庫） ドストエフスキー 光文社 2023.01 983||D||3

6類(600-699)　産業

9類(900-999)　文学

8類(800-899)　言語

7類(700-799)　芸術・美術

5類(500-599)　技術・工学


