
推薦者名 所蔵館
専攻 図書名 理由 ISBN/ISSN 請求記号

身分・回生数 資料ID

名前非公表 経済 19

応用生物 生命を捉えなおす 4121905032 3

教員 1960361971 Sei

木下政人 農図

応用生物 細胞の分子生物学 9784315518672

教員 200015321696

木下政人 農図

応用生物 雑誌「細胞工学」 02873796

教員

間藤徹 人文研 292.309

応用生命 東南アジア紀行・上 4122006414 U/73

教員 200005990244 1

間藤徹 人文研 292.309

応用生命 東南アジア紀行・下 4122006422 U/73

教員 200005990253 2

間藤徹 農生経 39765

応用生命 4876391351

教員 1040373839

名前非公表 附図 SC

食品生物科学 基礎栄養学 9784332020899 87

教員 200022046171 キ9

名前非公表 人環総人 Y

食品生物科学 コクと旨味の秘密 4106101351

教員 1050389792 135

名前非公表 附図 SC

食品生物科学 人間は脳で食べている 4480062734 71

教員 200019812930 ニ17

名前非公表 理中央 433.9

食品生物科学 9784759811933 HE

教員 200017215331

峰尾恵人 経済 1

森林科学 経済の法則を求めて : 近代経済学の群像 9784818820869 1

学部生 200016322720 Kei

名前非公表 農図 610.8

森林科学 森林の再発見 9784876983391 Se 17

教員 200000348503 4

名前非公表 フィ森林 657

森林科学 新編　木材工学 N

教員 1850932927

1
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4
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豊富な事例があり読みやすい。

著者の研究歴をたどるうち、あなたは何を見つけるか？学問ってす
ばらしいなと思える１冊です。

外国の情報がほとんどなく学術調査もまだ難しかった1950年代に、
日本人で最初にインドシナ半島の人文と自然を調査した成果「文明
の生態学」が旅行記の形でまとめられている。何度読み返しても楽し
い。

外国の情報がほとんどなく学術調査もまだ難しかった1951年代に、
日本人で最初にインドシナ半島の人文と自然を調査した成果「文明
の生態学」が旅行記の形でまとめられている。何度読み返しても楽し
い。

ヒトの食料の原料は土と空気と水である。足りない原料を肥料が補
う。肥料の歴史は農業の歴史、肥料から農業の将来が見えるか？農
学部生必読！

12

番号

生物科学のいろんな分野を見てください。

生物科学のいろんな分野を見てください。

3

2

7

9

10
有機化学のためのスペクトル解析法

 : UV, IR, NMR, MSの解説と演習

肥料になった鉱物の物語
 : グアノ、チリ硝石、カリ鉱石、リン鉱石の光と影

森林科学専攻の学生には通読の価値あり
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推薦者名 所蔵館
専攻 図書名 理由 ISBN/ISSN 請求記号

身分・回生数 資料ID
番号

藤井義久 農生経 経営

森林科学 日本の風土と文化 ; 超越者の思想ほか 1177

教員 8746122636

藤井義久 附図 片田

森林科学 日本人の忘れもの ; 表の論理・裏の論理 US

教員 1991128223 21

ア

藤井義久 人環総人 234

森林科学 仏教の思想・下 4048140159

教員 1820186467 812

藤井義久 人環総人 234

森林科学 仏教の思想・上 4048140140

教員 1820186467 812

久住亮介 農図 431.9

森林科学 高分子科学の基礎 4807904051 Ko 14

教員 200008586853

松下幸司 フィ森林 652.1

森林科学 森林の江戸学 : 徳川の歴史再発見 9784490207644 Tok

教員 200026447244

壇浦正子 附図 EC

森林科学 地球家族 ; 世界30か国のふつうの暮らし・正 4887061056 81

教員 1940791822 チ1

壇浦正子 東南研 III 530 

森林科学 地球家族 ; 世界20か国の女性の暮らし・続 4887061633 268

教員 200003586722 Me

今西純一 農図 518.8

森林科学 環境デザイン学 : ランドスケープの保全と創造 9784254180282 Mo 55

教員 200008573460

名前非公表 附図 MC

森林科学 ヘクト光学 1 ; 基礎と幾何光学 9784621073483 91

修士 1040317483 ヘ1

1

名前非公表 附図 MC

森林科学 ヘクト光学 2 ;波動光学 9784621074480 91

修士 1040317499 ヘ1

2

名前非公表 附図 MC

森林科学 ヘクト光学 3 ;現代光学 9784621083123 91

修士 1040055010 ヘ1

3

名前非公表 農図 913.6

森林科学 ノルウェイの森・上 4062035154 Mu 43

修士   200023332947 1

理系学生にとって、直接研究には結びつかないように見えるさまざま
な分野の図書を読むことは必要だと考えます。そんな方におすすめ
の１冊です。
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24

26
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25

21
それぞれの家族が持つ生活道具一切をさらけ出すことで、その家族
やその国が持ついろいろなものが見えてきます。

それぞれの家族が持つ生活道具一切をさらけ出すことで、その家族
やその国が持ついろいろなものが見えてきます。

22

18

数式が少なく、直感的な理解ができる本。

高分子の合成から物性まで、入門書として最適です。

14

数式が少なく、直感的な理解ができる本。

数式が少なく、直感的な理解ができる本。

江戸時代の森林の歴史を学ぶ人のための入門書として最適。どこか
らでも読み始められる本です。

環境デザイン学全般について書かれており、入門書として最適。
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推薦者名 所蔵館
専攻 図書名 理由 ISBN/ISSN 請求記号

身分・回生数 資料ID
番号

名前非公表 農図 913.6

森林科学 ノルウェイの森・下 4062035162 Mu 43

修士 200023332938 2

松本賢司 農図 431

森林科学 アトキンス物理化学・上 9784807906956 A 94

博士 200015320372 上

松本賢司 農図 431

森林科学 アトキンス物理化学・下 9784807906963 A 94

博士 200015320381 下

名前非公表 農図 428.1

森林科学 高分子の物理 : 構造と物性を理解するために 9784431102182 St 8

博士 200015321065

則藤孝志 所蔵なし

生物資源経済学 放射能汚染から食と農の再生を 9784259547400

PD

鬼頭 弥生 附図 SB

生物資源経済学 心理学が描くリスクの世界：行動的意思決定入門 4766412613 118

教員 1060583125 シ3

鬼頭 弥生 附図 SB

生物資源経済学 環境リスク心理学 1030523444 71

教員 4888487510 カ7

鬼頭弥生 附図 M

生物資源経済学
トランス・サイエンスの時代―科学技術と社会をつ

なぐ
9784757160187 57

教員 200000080843 ト1

鬼頭 弥生 附図 片田 

生物資源経済学 ペスト (カミュ全集 4) KR

教員 1991196883 153

カ

大石和男 附図 平凡社

生物資源経済学 逝きし世の面影 9784582765526 ライブラリー

教員 1060523152 552

伊藤淳史 附図 DM

生物資源経済学 食と農の戦後史 4532145201 21

教員 1970766623 シ6

伊藤淳史 農生経 38877

生物資源経済学 三世紀を生きて 4540010972

教員 1010462419

無記名 農生経 41567

生物資源経済学 9784540092145 1

教員 200017780811

無記名 農生経 41567

生物資源経済学 9784540092176 4

教員 200020546439

31

35

27

38

37

32

34

39

「飢えからの脱出」(1章)から「「飽食」を超えて」(5章)にいたる「食と
農」の戦後50年を振り返る。パンと脱脂粉乳に込められた学校給食
の意図や、戦時末期から３度の危機を乗り越えたコシヒカリのドラマ
など、生産・流通・消費それぞれに目配りのきいた好著。

幕末〜明治初期の日本人の平凡な日常生活を詳細に記録したのは、日本人というよりもむしろ日本を訪れた外国
人であった。多少の誇張や偏見が時に含まれているとはいえ、彼（女）からみた当時の日本社会はまさに異文化世
界そのものであり、記録者には庶民のささいな行為、たとえばお風呂の入り方や大人の子供への接し方、のひとつ
ひとつがすべからく驚きの対象となったのである。だがわずか150年前の日本人の行動様式に驚かされるのは、
我々もまた同じであろう。このクニに生きる人々は近代化と引き替えに何を失い、どのように変質してしまったのだろ
うか。

タイトルに「環境リスク」とありますが、食品のリスクを含めた様々なリスクに対する人
びとの認知に興味のある人におすすめです。消費者には、どんな小さい「リスク」も受
け入れられないという、ゼロリスク志向があるといわれます。それは例えば、食品中の
放射性物質の問題や、残留農薬、BSEの問題においてもみられます。この本では、そ
んなゼロリスク志向に関わる問題や人びとの心理、その他のリスク認知の問題を、分
かりやすく説明しています。

食品購入や食品安全にかかわる消費者行動や認知について興味の
ある方に、ぜひ読んでいただきたい書籍です。私たちは、厳密に計算
すると不合理な行動をしたり、一見ゆがんだ認知をもっています。　こ
の本は、それらの背景にある、実は合理的な枠組みを理解し、研究
する手がかりとなります。

著者は著名な農業経済学者。本書は2001年に刊行されたが、1899
年生まれ(2005年没)の著者による回想は、そのまま20世紀日本農
業・農業経済学に関する証言となっている。 21世紀を迎えた著者が
「私の心にひっかかる問題」としてただひとつ戦前・戦時期の満洲農
業移民を防ぎえなかったことを挙げているのは重い指摘である。

食料を「弱肉強食の論理」に委ねるのではなく、世界にとって好ましい
「適切な相互補完のシステム」へと導くための論理と方向性を提示。
農業・食料をめぐる世界政治をみるうえでの基本文献。

科学哲学・科学技術社会論の分野の研究者による、科学技術コミュ
ニケーションを扱った書籍です。ぜひとも、自然科学系の人に読んで
いただき、自然科学の研究や技術と社会との関わりについて考えて
いただきたいと思います。

放射能汚染から食と農を再生させる筋道が明確に示されていま
す。

28

29

30

食料主権のグランドデザイン
 : 自由貿易に抗する日本と世界の新たな潮流

「地域」とは何か、「地域」に着目するとはどんなことか、「地域」からど
んなことを学びうるか等の基本的な論点をわかりやすく整理。殆どの
人が持ちうる「地元」を見つめるところから、21世紀のキーワードであ
る「地域」論への橋渡しをする。

研究のために必要な基礎が充実。

40

36

33

『異邦人』などで有名なカミュの小説で、アルジェリアのオラン市にペ
ストが流行した想定のもと、人々の様子を描いています。様々な災害
や疾病、その他の害悪など、不条理な危機の下での人々の姿に重ね
合わせて考えずにはいられない、そんな小説だと思います。研究とは
直接結びつく本ではありませんが、リスク認知研究・リスクに対する
人びとの行動を研究する視点からも、考えさせられる小説です。

地域の再生シリーズ 第1巻　地元学からの出発
―この土地を生きた人びとの声に耳を傾ける―

物理化学の分野が網羅されているためお勧めです

物理化学の分野が網羅されているためお勧めです
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推薦者名 所蔵館
専攻 図書名 理由 ISBN/ISSN 請求記号

身分・回生数 資料ID
番号

無記名 農生経 41567

生物資源経済学 9784540092305 17

教員 200021931287

無記名 農生経 41567

生物資源経済学 百姓学宣言 : 経済を中心にしない生き方 9784540092343 21

教員 200020546501

無記名 農生経 652.1

生物資源経済学 日本人はどのように森をつくってきたのか 4806722405 Tot

教員 200012400664 1

無記名 フィ森林 652.34

生物資源経済学 ドイツ林業と日本の森林 9784806714446 Kis

教員 200026447532

無記名 農生経 41749

生物資源経済学 キーワードで読みとく現代農業と食料・環境 9784812210598

教員

無記名 農生経 41433

生物資源経済学
肥満と飢餓―世界フード・ビジネスの不幸のシステ

ム-
9784861822902

教員 200017779255

無記名 農図

生物資源経済学 雑誌「農業と経済」 00290912

教員

白石奈津子 農生経 40305

生物資源経済学
「農」をどう捉えるか : 市場原理主義と農業経済原

論
4886115012

博士1 1060166980

野々村真希 附図 DH

生物資源経済学 新・消費者理解のための心理学 9784571250408 411

博士 200025385569 シ45

森亜紀子 農図 159

生物資源経済学 君たちはどう生きるか 4003315812 Y 92

博士 200023332884

森亜紀子 農図 366.2 

生物資源経済学 ナリワイをつくる : 人生を盗まれない働き方 9784487806263 I 89

博士 200023338374

森亜紀子 人環総人 933

生物資源経済学 その名にちなんで = The namesake 4105900404 S

博士 200010138811 22

森亜紀子 農図 914.6

生物資源経済学 コルシア書店の仲間たち 9784167577018 Su 21

博士 200023338798

小林千夏 人環総人 岩波文庫

生物資源経済学 風土 : 人間学的考察 4003314425 B

博士 200020227037 114-2
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通常「貧困と食料」という設定からみえるのは「飢餓」であろうが、実
は「肥満」もまた「貧困」の産物である。そして、「肥満という貧困」が大
きな社会問題になったところに「現代」の病理がある。その「秘密」を
解き明かしたのが本書である。

TPPへの本格交渉参加も決まり、これからの日本農業の在り方が

日本の不思議さは、世界最高レベルの森林比率を実現しながら林業
崩壊状況を呈したことである。その秘密はどこにあるのかをドイツと
日本の「林業と森林」の位置づけの違いから説き明かす。

「農業／林業は環境を守った」などという通説は全くのまがい物。どの
地においても「破壊と再生」が繰り返されてきたが、日本林業はその
なかでは卓越した再生努力を重ね、実際に成果を収めてきた。その
経験に学ぶ意義は大きい。

この本と読むと、普段何気なく行っている買い物という行動に新たな
視点が加わります。初心者にも読みやすく書かれていますので、ぜ
ひ！

農業・食料・環境に関する基本的な概念を的確に整理。これから専門
の勉強をすすめるうえで参照すべき「必読文献」。

51

42

里山・遊休農地を生かす
 : 新しい共同=コモンズ形成の場

農業は食料供給産業としての側面のみならず、「自給と自立およびエ
コロジー」という視点から根源的な「現代批判」をなしうる可能性を秘
めている。農業がもつこのような力を重視し、そこからオルターナティ
ブを構成する可能性を示唆する。

人と自然とが交わる境界領域としての里山や草原および遊休農地に
目を向け、そこから新しい「人と自然」「人と人」とのかかわり方を模
索・展望する。

就職難と言われてもう何年経つだろう。新入生の中にも、すでに四年後のことを考えて「ゲンナリ」している人もいる
かもしれない。そんな人にオススメなのが本書である。筆者は、仕事がないなら作ってしまおう、これからの時代は
一人が最低三つぐらいのナリワイ（＝生業）を持っていると面白く生きられると説く。 んなこと言っても、なにしたらい
いか思いつかないと言う方、騙されたと思って本書を手にとってみてほしい。「働く」ということは、「自分を大切にす
ることなのだ」と気付かされるだろう。ちなみに著者は京大農学部森林科学専攻の卒業生である。学生時代から日
常的に着物を着て登校し、モンゴルを旅する変わった人だったが、 奇怪な行動の数々も、このような思想に裏付け
られていたのだと知ってちょっと見なおした。

 農業・食料・環境・農村問題を総合的に扱う唯一の月刊誌で、食料・
環境経済学科の教員たちが編集を担当している。毎回時宜にあった
特集がくまれており、本誌を継続的に読んでおれば十分な素養が身
につく。

43
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推薦者名 所蔵館
専攻 図書名 理由 ISBN/ISSN 請求記号

身分・回生数 資料ID
番号

小林千夏 農図 913.6

生物資源経済学   410353401X Mu 43

博士 200023338806

小林千夏 農図 913.6

生物資源経済学 万延元年のフットボール 4061121820 O 18

博士 200023332956

小林千夏 農図 612.1

生物資源経済学 日本農業の発展論理 : 歴史と社会 9784540112409 Me 22

博士 200023236458 5

森亜紀子 農図 989.5

生物資源経済学 存在の耐えられない軽さ 4087731774 Ku 41

博士 200023332965

小林千夏 農図 255

生物資源経済学 収奪された大地 : ラテンアメリカ五百年 489434064X G 17

博士 200015318834

小林千夏 附図 KD

生物資源経済学 ぼくは猟師になった 9784898152447 987

博士 200008643309 ホ1

森亜紀子 農図 914.6

生物資源経済学 嘘つきアーニャの真っ赤な真実 4048836811 Y 82

博士 200023332929

森亜紀子 農図 914.6

生物資源経済学 旅行者の朝食 4163584102 Y 82

博士 200023332974

森亜紀子 所蔵なし

生物資源経済学 眉屋私記 4267007381

博士

山本祥平 農生経 41854

生物資源経済学 食品安全問題と法律・制度 9784897322353

博士 200021938802

小林千夏 所蔵なし

生物資源経済学 夏子の酒

博士

大住あづさ 農図 913.6

生物資源経済学 星に願いを 9784062766197 H 48

博士 200023332901

森亜紀子 所蔵なし

生物資源経済学 島クトゥバで語る戦世 (いくさゆ) : 100人の記憶

博士

森亜紀子 人環総人 369.2

生物資源経済学 4894532476 K

博士 1030871366 17

61

63

65

66

62

68

55

56

67

60

58

64

自分次第で、異なる世界に生きる人に「出会える」のも学生生活の醍醐味だろう。本書は、筋肉が次第に衰えてゆく
難病・筋ジストロフィーを患った鹿野（４０歳）と、彼のもとに集った若い学生ボランティアの交流の記録。…と書くと、
鹿野が「支えられ」学生たちが「支えた」のだと思われるかもしれないが、読み進めて行くうちに、事態は逆であった
ことが分かる。筋ジス患者として過酷な現実を抱え、常に真剣なのだが、単なるエロオヤジでもある鹿チャン。そん
な彼に「生きるとはなんたるか」を教えられたのは、悩み多き学生のほうだった。ここ京都にも、鹿チャンと同じように
「施設」ではなく「自分の家」で暮らす「障がい者」の人々がいる。私がまだ学部生だった頃、クラスの女性の半分
（７、８人）が、小児麻痺の女性の家に通っていた時期がある。彼女も鹿チャンももういないが、「学部時代の思い出
は？」と問われると、彼女と過ごした日々と、彼女から紹介されて夢中になって読んだ本書のことが思い浮かぶ。

57

京都大学を中退し、炭鉱で働く人々を追い続けて来た上野英信が、はじめて沖縄を
テーマに描いたルポルタージュ。主な登場人物は、戦前に貧しさゆえにメキシコ・
キューバへ移民した眉屋の長男・萬栄と、沖縄の遊郭街で三味線弾きになった妹のツ
ル。ある家族の個人的な体験を、沖縄史のみならず世界史として描いている点で、
「虫の目」と同時に「鳥の目」を持った作品である。布張りで色鮮やかな装丁も「特別
感」ありで嬉しい。入手しがたいのが難点だが、ゲットした時の喜びはひとしおである。

将来に悩むあなたにおすすめします。

本書は、一般住民の四人に一人が亡くなったと言われる沖縄戦の体
験を、すべて「島クトゥバ（沖縄言葉）」で記録した画期的な作品であ
る。これまで沖縄戦の証言は、多くの人に伝えるために「標準語」で
語られ、記録されてきた。だが沖縄のお年寄りには、慣れ親しんでき
た言葉でしか表現できないことがある。 戦後生まれの写真家らが「語
られる言葉の豊さ」に感動しつつ編んだ、心に迫る一冊。

59

食品安全に関する数多の法令・規則を総合的に扱った書籍がない中
で、その網羅的な説明を試みた良書。法令を解説している官庁のHP
のアドレスが、随所で紹介されているため、初学者でも理解を深めや
すい。食品関連法規に興味のある方は、一読されることをお薦めしま
す。

こんな夜更けにバナナかよ
 : 筋ジス・鹿野靖明とボランティアたち

螢 ; 納屋を焼く ; その他の短編

本書は「グローバル化時代の日本農業論」である。グロ－バル化を
豊かさにつなげる条件は「多様性の相互補完」として世界を関係づけ
ることであり、そのためには諸国・諸地域の個性を深く認識し、各々
の個性に即した発展を構想する必要がある。本書はこのような構想
に基づいて著された初めての日本農業論である。
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推薦者名 所蔵館
専攻 図書名 理由 ISBN/ISSN 請求記号

身分・回生数 資料ID
番号

無記名 農図 648.2

生物資源経済学 世界屠畜紀行 9784759251333 U 25

研修員 200000348341

無記名 農図 914.6

生物資源経済学 私の個人主義 4003111109 N 58

研修員 (「漱石文明論集 / 夏目漱石著・三好行雄編」所収)   200023338789

無記名 農図 B

生物資源経済学 イカはしゃべるし、空も飛ぶ―面白いイカ学入門 9784062576505 1650

研修員 200008582217

大瀧　真俊 農図 914.6

生物資源経済学 書を捨てよ、町へ出よう   4041315077 Te 67

研修員 200023332893

池本裕行 人環総人 集英社新書

生物資源経済学 9784087203851

研修員 200000788398 385

池本裕行 人環総人 新潮新書

生物資源経済学
将軍側近　柳沢吉保　いかにして悪名は作られた

か
  9784106104190

研修員 200021222365 419

名前非公表 理中央 460.7

地域環境科学 アット・ザ・ベンチ : バイオ研究完全指南 4895924149 BA

教員 200017207330

名前非公表 農図 289.3

農学部整理掛 宇宙船とカヌー 4480022368 B 77

職員 200023332992

名前非公表 農図 527

農学部整理掛 タンポポ・ハウスのできるまで 4022613475 F 62

職員 200023332983

名前非公表 所蔵なし

森林科学 銀河英雄伝説

修士

名前非公表 農図 018

農学部学術情報掛
本棚の中のニッポン : 海外の日本図書館と日本研

究
9784305705884 E 28

職員 200023236494

名前非公表 農図 383.8

農学部学術情報掛 絵本世界の食事シリーズ　全20巻 E 35

職員 1-20

名前非公表 農図 389

農学部学術情報掛 ぼくらはそれでも肉を食う : 人と動物の奇妙な関係 9784760139620 H 53

職員 200023235413

名前非公表 農図 481.7

農学部学術情報掛 ソロモンの指環 : 動物行動学入門 4152030844 L 88

職員 8741021649

76

77

78

72

73

74

75

70

日本建築史を研究し、様々な建築を見ている著者が自分の家を建て
た。それだけでも興味深いが、どうしてこのユニークな外観になった
かと思わず手を伸ばしたくなる一冊です。

一癖も二癖もある登場人物たち。その生き様に惹かれます。激動の
スペース・オペラ、どうぞご鑑賞あれ。

著者の寺山修司（1935-83年）は、青森県三沢市出身の詩人、劇作家。同
時に演出家、評論家、小説家などとして、幅広い領域で活躍した。本書は寺
山の代表的著作であり、野球・競馬・アウトローなど、様々なジャンルを扱っ
たエッセイ集。書かれたのは1967年であるが、本書に通底している寺山の
社会・文化・家族観には、現代の社会問題に対しても示唆に富む部分も多
く、その慧眼に驚かされる。

研究室内のルールやバイオ実験の基礎が記されている。バイオ研究
者を目指す学生にはいいガイド本です。

世界的物理学者フリーマン・ダイソンとその息子を描いた物語。二人
の生き方の対比が美しい。人の生き方は多様であることを教えてくれ
る一冊です。

辛辣な批評精神と優しいひょうきんさのバランス。この漱石の魅力が
凝縮された講演やエッセイを集めた一冊です。表題となったのは1914
年に学習院大学での学生への講演です。99年前とは思えない鋭い
感性に、考えることの持つ力を感させられます。1回生なら、英訳
『Sanshiro』もお薦めです。

両書は荻原重秀や柳沢吉保といった人物に焦点を当てた伝記的な作品で
ある。同年生まれの両名は共に、日本史の教科書に必ず名前が出てくるほ
どの有名人であるが、その印象といえば否定的なことが多い。しかし、そう
いった世間に浸透している評価は、必ずしも十分な一次史料の検討に基づ
いたものではない。著者たちは丹念な史料収集を通じて、悪評の出所や彼
らの実像に迫り、その再評価を試みている。

71

69

勘定奉行荻原重秀の生涯
―荒井白石が嫉妬した天才経済官僚

イカ研究の世界的先端は実は日本なんです。欧米ではゲテモノ扱い
されることも多いのですが、フライでもよし、焼いても旨し、さきいか、
塩辛、マリネなどなど、私たちの食卓では多様な形で愛されてきまし
た。そのイカの生態はどうなっているのか？イカ資源確保の見通し
は？知っているようで実は全く知らなかったイカのあれこれが分かり
ます。

韓国、イラン、インド、チェコ、アメリカ、そして東京、などなど。屠畜を
通じた比較文化的視点から、他者を食べるという生き物としての人間
存在の共通性が浮かび上がる。世界を見に行きたくなる、お肉を食
べたくなる本です。いつも食べているお肉の向う側を見てみません
か。リアルでかわいいイラストもたっぷり。

両書は荻原重秀や柳沢吉保といった人物に焦点を当てた伝記的な作品で
ある。同年生まれの両名は共に、日本史の教科書に必ず名前が出てくるほ
どの有名人であるが、その印象といえば否定的なことが多い。しかし、そう
いった世間に浸透している評価は、必ずしも十分な一次史料の検討に基づ
いたものではない。著者たちは丹念な史料収集を通じて、悪評の出所や彼
らの実像に迫り、その再評価を試みている。

79

80

81

82
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名前非公表 農図 486

農学部学術情報掛 ゴキブリだって愛されたい : 昆虫たちの都市伝説 9784791765546 B 38

職員 200015322433

名前非公表 農図 588.5

農学部学術情報掛 4892950408 H 68

職員 1940703098

名前非公表 農図 588.5

農学部学術情報掛 ランビック : ベルギーの自然発酵ビール 9784765544689 Y 31

職員 200015325124

名前非公表 農図 483.9

農学部学術情報掛 クマムシ?! : 小さな怪物 4000074628 Su 96

職員 200000337235

名前非公表 農図 470.7

農学部整理掛 9784896948981 C 81

職員 200008591857

名前非公表 農図 470.4

農学部整理掛 植物一日一題 493870661X Ma 35

職員 1990214771

名前非公表 農図 626

農学部学術情報掛 おいしい野菜の見分け方 200008581920 To 42

職員 9784862381255

名前非公表 農図 289

農学部学術情報掛 キミよ歩いて考えろ : ぼくの学問ができるまで 4591032973 U 56

職員 1060171864

名前非公表 農図 481.7

農学部学術情報掛 9784806713449 Ko 12

職員 200015321740

名前非公表 農図 596

農学部学術情報掛 聞き書　京都の食事 4540850067 N 77

職員 9741008547

名前非公表 農図 596

農学部学術情報掛 マギーキッチンサイエンス : 食材から食卓まで 9784320061606 Ma 15

職員 200000359718

名前非公表 農図 626

農学部学術情報掛 都道府県別地方野菜大全 Ta 72

職員 1021016106

名前非公表 農図 移管

農学部整理掛 ウヰリアム・モリス図案集 59203

職員 9741213610

名前非公表 農図 移管

農学部整理掛 紙漉村旅日記 73268

職員 200013773471

あなたは野菜が好きですか？嫌いな方は美味しい野菜を食べたこと
がないのかもしれません。著者は料理人と有機農法研究者で、写真
入りで見分け方が書いてあります。ほうれん草の葉の色は濃い方が
よいのか？それとも薄い方が美味しいのか？巻末には、日本農業の
抱える問題点についての対談もありこちらも必読です。

88

幼少の頃から植物採集に明け暮れた著者によるエッセイ集。身の周
りにある植物を著者が解説してくれる。著者が読んできた本が散りば
められていて著者の学びの背景を知ることができる。著者のノートの
ような一冊です。緻密な植物画でしられる著者の描くバッタにも注目
です。

83

84

93

94

大人気“先生シリーズ”第一弾。鳥取環境大学の小林先生と、その仲
間たち（動物）が繰り広げるドタバタ学園ストーリー。動物たちの行動
の不思議さ、かわいらしさが、小林先生の目を通して、もっと魅力的
に映し出されます。動物に萌えるか、小林先生に萌えるか。あなたは
どっち？

95

手工業の王様の図案集。植物を図案化する技術は追随を許しませ
ん。
日常の風景である雛菊が模様として成立していることが素晴らしい。
植物画とは異なるアプローチをお楽しみ下さい。

96

図解旨い!「自」ビールの造り方

プラントハンター東洋を駆ける
 : 日本と中国に植物を求めて

冬野菜の大根、今は季節を問わずにいつでもどこでも買える世の中
です。それだけに、スーパーマーケットに置いてある大根が「大根」だ
と思ってしまいがち。実際は全国でさまざまな形や味の違う個性的な
大根が作られている。バラエティの広さに驚き、これらの野菜はどこ
で売られているのか？不思議。野菜作りからいろんなことが見える１
冊です。

89

90

“科学者”になりたい。そう願った理科好きの少年は、変わりゆく時代
と共に歩き、戦争、農業、初恋、仕事、勉強と経験積んでいった。や
がて、公害問題と闘うことになった著者の生き方とは？読みやすい文
章で、著者が歩んできた道を若い世代に伝える。

91 先生、巨大コウモリが廊下を飛んでいます!

92

85

86

クマムシは顕微鏡で見られる小さいむし。でも昆虫ではないらしい。
四対の肢があるけれど昆虫のような関節はなくって、しっかも～足の
先には指が！そして、ノコノコトあるくのだそう。この本で「くま似」のす
がたを見れば、クマムシのことをもっと調べたくなってくるかもしれま
せん。

87
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