
News 
Letter Vol.01 June 2022 発行 京都府立大学附属図書館

関西地方でも梅雨入りが発表され、雨の季節に入りました。

さて、このたび、手のひらサイズで持ち運びに便利な文庫・新書の「新着案内News Letter」 第1号を発行しま

した。おすすめ本の紹介や新着リスト情報を、これから定期的にお届けしていきます。硬派なものから気軽に

読めるものまで、多岐に渡って取り揃えています。

雨でお出かけしたくない日や通学・スキマ時間を、有意義な読書タイムに変えてみませんか。

新着案内（文庫・新書）

北条義時は、義兄の源頼朝が平家追討の兵を挙げたため、十八
歳で突如、歴史の表舞台に立たされる。

義時は頼朝の側近として鎌倉幕府の樹立に貢献。頼朝没後、父
時政に従い有力御家人を排斥する。さらには父を追放して将軍補
佐の執権職を継ぎ、甥の将軍実朝と姉政子を支えて幕政を主導。
後鳥羽上皇と対決した承久の乱では勝利を引き寄せ、鎌倉幕府
の基礎を固めた義時の生涯を描く。

北条義時 : 鎌倉殿を補佐した二代目執権(中公新書)

不思議の国ニッポン : 海外メディアは見た
（講談社現代新書）

岩田慎平 中央公論社 2021.12 請求記号 289.1||H

クーリエ・ジャポン 講談社 2022.2 請求記号302.1||C

「なぜ日本人は銀メダルを取ったのに、謝罪するのか？」、「義理
チョコという呪縛」、「働き過ぎなのに、労働生産性が低い理由……」。

米「ニューヨーク・タイムズ」、英「ガーディアン」、仏「ル・モンド」らが
報じた日本の謎とは？反響の大きかった記事から見えてくる、日
本の「いま」、そして「未来」。

ブルシット・ジョブの謎～クソどうでもいい仕事はなぜ
増えるか～(講談社現代新書)

誰も見ない書類をひたすら作成するだけの仕事、偉い人の虚栄
心を満たすためだけの秘書、嘘を嘘で塗り固めた広告、価値が
ないとわかっている商品を広める広報……資本主義や効率化が
進めば進むほど無意味な仕事が生まれる「不思議」。
世界的ベストセラー、デヴィッド・グレーバー『ブルシット・ジョブ
クソどうでもいい仕事の理論』の訳者による本格講義。

酒井 隆史 講談社 2021.12 請求記号 366||S

貸出カウンター前の
新着図書コーナーで
ただいま展示中
貸出できます



北海道を味わう : 四季折々の「食の王国」(中公新書)
小泉武夫 中央公論新社 2022.3 請求記号596.04||K

春はニシン、ヤマワサビ。夏はウニ、ジャガイモ。
秋はサケ、新米。冬はカニ、タラ。そして通年で
ジンギスカンやラーメンなど…。北海道は、日本
ばかりか世界でも有数の「食の王国」である。

海・川・湖の幸、広大な大地の幸に恵まれ、食
材本来の良さを生かした料理の数々は、私た
ちを魅了してやまない。北海道中を長年食べ
歩いた発酵学の第一人者が縦横無尽に綴るう
まいもの尽くしエッセイ。

モチベーションの心理学
～「やる気」と「意欲」のメカニズム～(中公新書)
鹿毛 雅治 中央公論新社 2022.1 請求記号141.72||K

「馬を水辺に連れて行くことはできても、水を飲
ませることはできない」。人間の場合はなおさら
でやる気がない人にいくら無理強いしても無駄
である。そもそも、やる気はどう生まれるのか。
報酬を与えるのか、口で褒めるのか、それとも
罰をちらつかせるのか。自分の経験と素朴な
理論で対処しても、うまくいくとは限らない。目
標説、自信説、成長説、環境説など、心理学の
知見からモチベーションの理論を総ざらいする。

京大おどろきのウイルス学講義(ＰＨＰ新書)
宮沢 孝幸 ＰＨＰ研究所 2021.4 請求記号465.8||M

新型コロナウイルスの「次」に来る、動物由来
のウイルスは何か？批判を恐れない提言で注
目されるウイルス学者が、変異すれば人間社
会を脅かす可能性があるウイルスを紹介。さら
に、「そもそもウイルスとは何か？」、「新型コロ
ナウイルスのワクチン」などのテーマも解説。
「多次元」のウイルス学を提唱している著者が、
京都大学で行なっている１回生（全学部）向け
や医学部2回生向けの授業などの内容を収録。

情報生産者になってみた : 上野千鶴子に極意を学
ぶ(ちくま新書)

上野ゼミ卒業生チーム 筑摩書房 2021.12 請求記号361.04||U

1993年から2011年にかけて開かれていた、東

大文学部「上野ゼミ」。あまりの厳しさゆえに一
時は志望者がゼロだったこともあるが、多くの
同ゼミ出身者が、今や研究者やジャーナリスト、
あるいは社会起業家として、たくましく情報生
産者の道を歩んでいる。上野ゼミで、彼らは何
を学び、どう応用したのか。どこに行ってもアウ
トプットができる力は、どのように育まれたのか。
かつての教え子たちによる、『情報生産者にな
る』の必携副読本。

王の没落(岩波文庫)

イェンセン 長島要一(訳) 岩波書店 2021.4 請求記号949.73||J

デンマークの作家ヨハネス・Ｖ．イェンセン
（1873‐1950）による傑作歴史小説。凶暴な王ク
リスチャン2世と破滅的な傭兵ミッケル。二人の
運命を中心に16世紀北欧の激動を描く。視覚、

聴覚、幻覚のイメージを巧みに駆使した生々し
い筆致が胸に刺さる。
「20世紀最高のデンマーク小説」として読みつ
がれる、ノーベル賞作家の代表作。

新谷 尚紀 講談社 2021.12 請求記号175||S

神社には、なぜ鳥居があるのか。神社の本殿
は、なぜあのような形をしているのか。神社の
ルーツは何か。どのようにして今の形になった
のか──伊勢神宮、出雲大社、あるいは沖ノ島、

熊野三山、三輪山の磐座祭祀といった代表的
な神社とその信仰のかたちを分析するとともに、
日本各地に今も残る古い信仰のかたちの中に
神社のルーツを探る。神社についてのすべて
がわかる決定版。

こんなに変わった理科教科書(ちくま新書)
左巻健男 筑摩書房 2022.4 請求記号375.42||S

カエルの解剖、ショウジョウバエの飼育、有
精卵を使った成長観察など、今はもうない理
科授業。約10年ごとに、理科は大きく変わっ
てきた。生活密着の50年代、科学立国を目
指した60年代、米ソ冷戦の影響を受けた70

年代まで、理科はどんどん難しくなったが、
詰め込み教育への反省から80年代以降は
精選、厳選へ。けれど2010年代以降、ゆとり

教育批判で再び高度化した。理科教科書で
戦後日本のあゆみを読み解く。

New
Arrivals

これからの住まい : ハウジング・スモールネスの時
代へ(岩波新書)

川崎直宏 岩波書店 2022.4 請求記号 365.31||K

低成長、少子高齢化、単身世帯の増加、人生
１００年時代…。社会の変化に現在の住宅政策
は追いつけていないのではないか。

戦後直後から今日までの住宅事情と政策の変
遷を読み解き、人口減少社会でさまざまな歪
みが生じている現状を指摘。画期的な先進事
例から、新しい時代に即した住まいのありよう
を展望する。

神社とは何か(講談社現代新書)



書　　　名 著編者名 出版社・出版年 請求記号

１類　　哲　　　学
独学の思考法 : 地頭を鍛える「考える技術」(講談社
現代新書)

山野弘樹 講談社　 2022.3 104||Y

【　東洋思想　】
「新しさ」の日本思想史(ちくま新書) 西田知己 筑摩書房　 2022.2 121.02||N
中国哲学史 : 諸子百家から朱子学、現代の新儒家
まで(中公新書)

中島隆博 中央公論社　 2022.2 122.02||N

【　心理学　】
モチべーションの心理学 : 「やる気」と「意欲」のメカ
ニズム(中公新書)

鹿毛雅治 中央公論社　 2022.1 141.72||K

【　神道　】
神社とは何か(講談社現代新書) 新谷尚紀 講談社　 2021.12 175||S

２類　　歴　　　史
【　日本史　】
戦争の記憶 : コロンビア大学特別講義－学生との
対話－(講談社現代新書)

キャロル・グラック 講談社　 2019.7 210.75||G

ものがたり戦後史 : 「歴史総合」入門講義(ちくま新
書)

富田武 筑摩書房　 2022.2 210.76||T

江戸 : 平安時代から家康の建設へ(中公新書) 齋藤慎一 中央公論社　 2021.12 213.6||S
ドキュメント　〈アメリカ世〉の沖縄(岩波新書) 宮城修 岩波書店　 2022.3 219.9||M

【　ヨーロッパ史・西洋史　】
テルマエと浮世風呂 : 古代ローマと大江戸日本の比
較史(NHK出版新書)

本村凌二 NHK出版　 2022.2 232.8||M

【　伝記　】
北条義時 : 鎌倉殿を補佐した二代目執権(中公新
書)

岩田慎平 中央公論社　 2021.12 289.1||H

３類　　社会科学
【　社会科学　/　政治　】
海外メディアは見た : 不思議の国ニッポン(講談社現
代新書)

クーリエ・ジャポン 講談社　 2022.2 302.1||C

教養としての政治学入門(ちくま新書) 成蹊大学法学部 筑摩書房　 2019.3 311.04||S
正義への責任(岩波現代文庫) アイリス・マリオン・ヤング 岩波書店　 2022.4 311.1||Y
憲法政治 : 「護憲か改憲か」を超えて(ちくま新書) 清水真人 筑摩書房　 2022.1 312.1||S
民主主義は終わるのか : 瀬戸際に立つ日本(岩波
新書, 新赤版)

山口二郎 岩波書店　 2019.10 312.1||Y

学問と政治 : 学術会議任命拒否問題とは何か(岩波
新書)

芦名定道ほか 岩波書店　 2022.4 316.1||A

レイシズムとは何か(ちくま新書) 梁英聖 筑摩書房　 2020.11 316.81||R

【　法律　/　経済　】
検察審査会 : 日本の刑事司法を変えるか(岩波新
書, 新赤版)

デイビッド・T．ジョンソン 岩波書店　 2022.4 327.13||J 

資本主義の方程式 : 経済停滞と格差拡大の謎を解
く(中公新書)

小野善康 中央公論社　 2022.1 331||O

グローバリゼーション : 移動から現代を読みとく(ちく
ま新書)

伊豫谷登士翁 筑摩書房　 2021.12 333.6||I

教養としての金融危機(講談社現代新書) 宮崎成人 講談社　 2022.1 338.19||M

情報生産者になってみた : 上野千鶴子に極意を学
ぶ(ちくま新書)

上野ゼミ卒業生チーム 筑摩書房　 2021.12 361.04||U

頭がよくなる！　要約力(ちくま新書) 齋藤孝 筑摩書房　 2022.2 361.45||S
これからの住まい : ハウジング・スモールネスの時
代へ(岩波新書, 新赤版)

川崎直宏 岩波書店　 2022.4 365.31||K

ブルシット・ジョブの謎 : クソどうでもいい仕事はなぜ
増えるか(講談社現代新書)

酒井隆史 講談社　 2021.12 366||S

イクメンの罠(新潮新書) 榎本博明 新潮社　 2022.1 367.3||E

【　社会学　/　生活　/　労働経済　/　家族問題　】

2022年6月　新着案内(文庫・新書)



書　　　名 著編者名 出版社・出版年 請求記号

ひきこもりの真実 : 就労より自立より大切なこと(ちく
ま新書)

林恭子 筑摩書房　 2021.12 367.68||H

親を頼らないで生きるヒント : 家族のことで悩んでい
るあなたへ(岩波ジュニア新書)

コイケジュンコ 岩波書店　 2021.11 369.43||K

【　教育　】
こんなに変わった理科教科書(ちくま新書) 左巻健男 筑摩書房　 2022.4 375.42||S

４類　　自然科学
【　数学　/　統計　/　時法・暦学　】
教養としての「数学Ⅰ・A」 : 論理的思考力を最短で
手に入れる(NHK出版新書)

永野裕之 NHK出版　 2022.4 410||N

ニュースの数字をどう読むか : 統計にだまされない
ための22章(ちくま新書)

トム・チヴァ－スほか 筑摩書房　 2022.2 417||C

時間の歴史(ちくま学芸文庫) ジャック・アタリ 筑摩書房　 2022.2 449.1||A

【　生物化学　/　一般生物学　】
京大おどろきのウイルス学講義(PHP新書) 宮沢孝幸 PHP研究所　 2021.4 465.8||M

【　植物学　】
野に咲く花の生態図鑑　【春夏篇】(ちくま文庫) 多田多恵子 筑摩書房　 2021.5 471.7||T||1
野に咲く花の生態図鑑　【秋冬篇】(ちくま文庫) 多田多恵子 筑摩書房　 2021.12 471.7||T||2

【　衛生学　】
ポストコロナの生命哲学(集英社新書) 福岡伸一ほか 集英社　 2021.9 498.6||F
コロナ政策の費用対効果(ちくま新書) 原田 泰 筑摩書房　 2021.12 498.6||H
コレラの感染様式について(岩波文庫) ジョン・スノウ 岩波書店　 2022.3 498.6||S

５類　　技　　　術
【　環境工学　/　建築学　】
２０５０年の地球を予測する : 科学でわかる環境の
未来(ちくまプリマー新書)

伊勢武史 筑摩書房　 2022.1 519||I

新・建築入門 : 思想と歴史(ちくま学芸文庫) 隈研吾 筑摩書房　 2022.3 520.4||K 
森と木と建築の日本史(岩波新書) 海野聡 岩波書店　 2022.4 524.21||U

【　食品・料理　】
北海道を味わう : 四季折々の「食の王国」(中公新
書)

小泉武夫 中央公論社　 2022.3 596.04||K

７類　　芸　　　術
日本美術の核心 : 周辺文化が生んだオリジナリティ
(ちくま新書)

矢島新 筑摩書房　 2022.2 702.1||Y

８類　　言　　　語
中学英語「再」入門 : 日本語と比べて学ぶ14講(中
公新書)

澤井康佑 中央公論社　 2022.2 835||S

９類　　文　　　学
ウィタ・セクスアリス(岩波文庫) 森鷗外 作 岩波書店　 2022.3 913.6||M
大塩平八郎　他三篇(岩波文庫) 森鷗外 岩波書店　 2022.4 913.6||M
人生百年の教養(講談社現代新書) 亀山郁夫 講談社　 2022.4 914.6||K
王の没落(岩波文庫) ヨハネス・Ｖ・イェンセン 岩波書店　 2021.4 949.73||J

2022年6月　新着案内(文庫・新書)

【　社会福祉　】


