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あなたのための

推薦図書
大学院で研究する先輩たちが選びました！

2022
vol.1 TAKE FREE

ご自由にお持ちください
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Request

生化学・構造生物学に関心があります。

学部生のうちに読んでおくべきおすすめの本を知
りたいです。

藤博幸編. -- 講談社, 2010.

この本は基礎の部分から、近年のトレンドー計算科学技術を用いた構造生物学まで押さえてい
るのでお勧めします（MDの話もしてくれるのがまたいいポイントですね）。学部生の時に読
んでおくべきだったと思いますし、私自身もこの本を用いて大学院で自主ゼミを開いているぐ
らいです。2010年の本なので最近の驚愕のAlphafoldが考えられる時代の前の話ではあります
が、基礎を磨くには全然問題のない本ですので、この本をベースとしてみてください。 （医
/M2）

タンパク質の立体構造入門 : 

基礎から構造バイオインフォマティクスへ

B.D. Hames, N.M. Hooper著 ; 田之倉優, 村松知成, 阿久津秀雄訳. 
-- シュプリンガー・フェアラーク東京, 2002.

古い本ですが、この本は教科書的な本なのでお勧めします。私の出身学部・学科は『ホートン
生化学』を使っていました。『ホートン生化学』は生化学を優しく説明してくれていますが、
詳しすぎて全体図がわからなくなったり、いざキーワードを説明せよと言われると困ったりす
ることがありました。
この本はその面で、全体の「雰囲気」を把握するような予習や、指定の教科書を読んだ後の
「復習」に用いるといいと思います。（医/M2）

生化学キーノート

平山令明著. -- 講談社, 2020.

軽い気持ちで読むのにお勧めします。図が載っていて、いい感じです。これは学部生の時に教
養としても知っておいた方がいいかなと思います。（医/M2）

カラー図解分子レベルで見た薬の働き : 

なぜ効くのか?どのように病気を治すのか?
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vol.1 No.1

あなたのための推薦図書

薬/学部2回

↓京大図書館所蔵

↓京大図書館所蔵

↓京大図書館所蔵



Request
倫理学・考古学の入門書をおすすめしてください
（それぞれ概論講義を受講中）。文庫本サイズで
あればなおうれしいです。

関連する、面白いと思った本

濱田耕作『通論考古学』

加藤尚武 [著]. -- 講談社, 1997.

講談社学術シリーズの文庫本で、2019年教員推薦図書にランクされています。現代社会にお
ける道徳的ジレンマ・難題を分かりやすく説明した面白い一冊です。 （文/D1）

現代倫理学入門

永井均著. -- 筑摩書房, 2011.

アリストテレスからロールズまで倫理学の流れを解説する入門書。各学説について、先生によ
る講義形式の章とそれに続く受講生と猫の対話形式の議論の章が繰り返されるというユニーク
な構成を持つ本です。とくに対話部分では標準的な学説に対する疑問等を「ぶっちゃけ」的に
議論するのが面白く、読みごたえがあります。 （理/M2）

倫理とは何か : 

猫のアインジヒトの挑戦
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vol.1 No.2

あなたのための推薦図書

文/学部2回

↓京大図書館所蔵

↓京大図書館所蔵



Request

プレゼンスキルを高めたいのでおすすめの本がほ
しいです。

平田たつみ, タジ・ゴルマン, 広海健著. -- dZERO, 2016.

私が読んだ事のある本で、一からプレゼンの仕方を教えてくれる本です。 （工/D1）

遺伝研メソッドで学ぶ科学英語プレゼンテーション : 
感じる力、考える力、討論する力を育てる

東京大学教養学部ALESSプログラム編. -- 東京大学出版会, 2012.

プレゼンや論文作成のための英語についての本です。英語で科学コミュニケーションする能力
を習得できます。（工/D1）

Active English for science : 英語で科学する : 
レポート, 論文, プレゼンテーション

谷口武利編集. -- 羊土社, 2007.

スライドの構成や作り方についての本です。（工/D1）

PowerPointのやさしい使い方から学会発表まで : 
アニメーションや動画も活かした効果的なプレゼン
のコツ
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vol.1 No.3

あなたのための推薦図書

農/D1

↓京大図書館所蔵

↓京大図書館所蔵

↓京大図書館所蔵



Request

霊長類学の学術的に面白い研究をまとめてある本
が知りたいです。

関連する、面白いと思った本

山極寿一『人類進化論』

山極寿一著. -- 東京大学出版会, 2015.

山極元総長の本は読ませる文章で面白いです。その専門であるゴリラに絞って書かれたこの本
も、興味深く読めるのではないかと思います。 （理/M2）

ゴリラ

半谷吾郎, 松原始著. -- 旅するミシン店, 2018.

毎年屋久島で行なわれているヤクザル調査30年の歴史を、物語的に読みやすく書いた本です。
山極元総長を含むいろんな人が登場するほか、フィールドワークの方法や調査をどう発展させ
ていくかといった、研究をしていく上で大切な部分も書かれています。京大で霊長類学に関心
があれば、実際にこの調査に参加する機会もあるかもしれません。 （理/M2）

サルと屋久島 : 

ヤクザル調査隊とフィールドワーク

デイビス, クレブス, ウェスト著 ; 野間口眞太郎, 山岸哲, 巌佐庸訳. 
-- 共立出版, 2015.

動物行動学の世界標準の教科書です。さらっと軽く読める本ではなく、しっかりと学ぶための
一冊です。生物学のより一般的な視点で、霊長類の行動を見つめることができるかもしれませ
ん。 （理/M2）

行動生態学

5

vol.1 No.4

あなたのための推薦図書

理/学部1回

↓京大図書館所蔵

↓京大図書館所蔵

↓京大図書館所蔵



Request
人生観、哲学、生き方に関する本や、没頭できる
ような物語、また分野に限らずおすすめの本を教
えてください。

関連する、面白いと思った本

プラトン『ゴルギアス』

プラトン著 ; 中澤務訳. -- 光文社, 2013.

宴会でソクラテスと同時代の人たちが愛についての演説をつぎつぎと披露するという体の本で
す。会話体で楽しく読むことのできる本です。もし、まだ読んだことがなければ是非どうぞ。
（情報/D3）

饗宴

アリストテレス [著] ; 朴一功訳. -- 京都大学学術出版会, 2002.

ソクラテスが問題にしていた、善や徳とは何なのかが語られるテキストです。ソクラテス的論
法で、「これとこれは何が違うのか。」という語り方であり、筋を追うのはあまり難しくない
と思います。
「・・・のために優れている」という徳ではなく、（人間にとって）それ自身が目的となる最
高善とは何か？ということや、徳や思慮が学知や技術とはどう異なるのかが論じられます。
私にとって、（生物学に入れ込んでいたアリストテレスらしく）徳の原理として、人間の本性
に基礎を置く議論には発見がありました。 （情報/D3）

ニコマコス倫理学

菅豊彦著. -- 勁草書房, 2016.

アリストテレス『ニコマコス倫理学』の解説本です。どういうことが問題になっているのかを
的確に解説していると思います。 （情報/D3）

アリストテレス『ニコマコス倫理学』を読む : 

幸福とは何か

6

山本義隆 [著]. -- みすず書房, 2003.

なぜ今我々は、日々の生活における事柄からまったく非日常的なスケールにまで、物質的な諸
現象を正確に予測できる理論である物理学を知っているのだろうか。この本では、磁石の存在
や天体の運行という手がかりが人間にどのようなことを考えさせ、ニュートン力学に至ったか
が描かれます。科学とは何なのかということは常に考えておきたいことです。（情報/D3）

磁力と重力の発見

vol.1 No.5

あなたのための推薦図書

薬/D1

↓京大図書館所蔵

↓京大図書館所蔵

↓京大図書館所蔵

↓京大図書館所蔵



Request

神経薬理学の入門書のようなものが読みたいです。

姫井昭男著. -- 第4版. -- 医学書院, 2019

精神疾患は神経薬理学の一部であり、すべてをカバーしてはいませんが、わかりやすく説明し
ていますし、興味が沸く本だと思います。後ろの方では薬理作用の話もしているので、ぴった
りだと思います。（医/M2）

精神科の薬がわかる本

V・S・ラマチャンドラン, サンドラ・ブレイクスリー [著] ; 山下篤子訳. 
-- 角川書店, 2011.

神経「薬理」学の入門書ではありませんが、気軽に読むには結構いいのではないかとおもいま
して、お勧めします。切断された手足がまだあると感じるスポーツ選手、自分の体の一部を他
人のものだと主張する患者、両者を本人と認めず偽者だと主張する青年などが紹介されていま
す。（医/M2）

脳のなかの幽霊

ネスラー, ハイマン, マレンカ編 ; 岩城晶子 [ほか] 訳. --
西村書店, 2004.

入門書ではありませんが、お勧めです。（医/M2）

分子神経薬理学 : 臨床神経科学の基礎
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vol.1 No.6

あなたのための推薦図書

工/M2

↓京大図書館所蔵

↓京大図書館所蔵

↓京大図書館所蔵



Request

法学について深く知れる本が知りたいです。

スティーブン・シャベル著 ; 田中亘, 飯田高訳. 
-- 日本経済新聞出版社, 2010.

本書は、法と経済学に関する詳細な教科書であり、取り上げられている法分野は、所有権その
他の物権法（知的財産権法を含む）、事故法（過失による不法行為に関する法）、契約法、訴
訟法および刑事法といった広範な領域に及びます。（経/D2）

法と経済学

大村敦志著. -- 東京大学出版会, 2020

日本の民法学を牽引するのみならず、海外との活発な交流を通じて他国にも影響を及ぼしてき
た泰斗が纏めた学術論文集です。閉塞性を強めている民法学の開放を促すために、現在性を重
視する実体法学を法律家に向けて展開するのみならず、長い時間と広い学問的視野のもと、法
律家以外も射程に収め、越境する民法学の構築を試みる事ができます。（経/D2）

民法のかたちを描く : 

民法学の法理論

岩村正彦, 大村敦志, 齋藤哲志編. -- 東京大学出版会, 2021.

現代フランス法の要点を分かりやすく解説した最新の学習書です。法制史のほか実定法の重要
な法律に焦点を当て、法の制度と理論の最前線を提示します。東大法学部の講義をもとに、基
礎法学と実定法学、さらに比較法学も交えて広く深く掘り下げています。（経/D2）

現代フランス法の論点

8

vol.1 No.7

あなたのための推薦図書

法/学部2回

↓京大図書館所蔵

↓京大図書館所蔵

↓京大図書館所蔵



Request
夏休みに、京都を見て回る助けになる本をおすす
めして欲しいです。歴史や文化、というよりも自
然地理、ブラタモリ的な本をご教示頂きたいです。
坂道を楽しく歩ける本をよろしくお願いします！

関連する、面白いと思った本
『京都鴨川探訪： 絵図でよみとく文化と景観』

小酒句未果著. – 白川書院. 2013

私が京都めぐりをする際によく見るのは、京都人が書いた、このような感じのイラストエッセ
イです。また、美術に関心があるのでしたら、『私版京都図絵』（水上勉 2020）も面白いか
もしれません。もし可能でしたら、お近くの市立図書館に行ってみてください。 （AA研/D2）

京都ぷらっと日記

金田章裕著. -- 平凡社, 2016.

京大で地理学の教授をしておられた金田先生の書籍です。古地図を読むのは楽しいです。（情
報/D3）

古地図で見る京都 :

『延喜式』から近代地図まで

安田陽介著. -- 新風舎, 2007.

京大生にとって身近な大文字山での採集食エッセイです。食べられるという観点から草木に目
を向けると、今まで「植物」としてひとくくりに見ていた世界に奥行きがでるかもしれません。
（理/M2）

大文字山を食べる : 

山菜・キノコ採集記

※京大所蔵なし
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柏井壽著. -- 光文社, 2014.

街歩きしながら、中心部から離れた穴場スポットを見つけるという内容が中心になっています。
「ブラタモリ的」のご要望に近いと思います。（文/D1）

ゆるり京都おひとり歩き : 

隠れた名店と歴史をめぐる「七つの道」

vol.1 No.8

あなたのための推薦図書

文/M1

↓京大図書館所蔵

↓京大図書館所蔵

↓京大図書館所蔵



Request

群集心理に関する本を教えてください。まったく
学んだことがない分野なので基本的な所から知り
たいです。

エリック・ホッファー [著] ; 高根正昭訳. -- 復刊版. -- 紀伊
國屋書店, 2003.

宗教運動、ナチズム、共産主義、民族主義運動―いったい何が人々を魅了し、集団行動にのめ
りこませるのか？沖仲仕の哲学者による社会思想の古典的名著です。（経/D2）

大衆運動

山田真茂留著. -- 世界思想社, 2017.

恋愛関係からグローバリゼーションまで。人は、集団や組織に頼らなければ生きていけません。
そのことで誰もが強いプレッシャーを感じ、一方で大きな恩恵を受けます。自らの所属先と、
どうつき合うべきなのか。人間関係をめぐる古典理論から最新モデルまでを平明に解説し、集
団現象と組織現象が作り出すきらめきと魔力に迫ります。（経/D2）

集団と組織の社会学 : 

集合的アイデンティティのダイナミクス

マーク・W・モフェット著 ; 小野木明恵訳 -- 早川書房, 2020.

古代から現代まで、なぜ私たち人間には差別や争いが絶えないのだろうか？狩猟採集民の集団
から、部族社会、首長社会、そして国家へと、人間はより複雑な社会を築いてきましたが、そ
れは同時に、集団同士の縄張り争いの歴史でもありました。人間社会に潜む崩壊につながる
「危うさ」の正体を、昆虫社会の生態を研究する著者が明らかにします。 （経/D2）

人はなぜ憎しみあうのか : 

「群れ」の生物学（上・下）
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vol.1 No.9

あなたのための推薦図書

工/学部1回

↓京大図書館所蔵

↓京大図書館所蔵

↓京大図書館所蔵



Request

理系学生の基礎教養レベルの大学数学を本気でや
りたい文系学生向けの本とか、この本を読んだら
数学がやりたくて仕方なくなるみたいな本を教え
てほしいです。

鍵本聡原作 ; 北垣絵美漫画. -- 講談社, 2013.

まずは、線形代数・行列とは何か、何に使うのかというイメージを持つことが大事です。
この本をざっと読めばそれがわかります。ちょっと古めかしいハカセのでてくるこの漫画のス
タイルは私は嫌いではありません。
本書を読んだ後には『高校数学でわかる線形代数 』（ブルーバックス B-1704）もお勧めで
す。行列の計算方法がわかりやすく書かれています。実際に手を動かして計算してみるのがよ
いでしょう。（情報/D3）

マンガ線形代数入門 : 

はじめての人でも楽しく学べる

ギルバート・ストラング著 ; 松崎公紀, 新妻弘共訳. -- 近代科
学社, 2015

読んでいて眠くならないという点で、貴重な線形代数の教科書です。具体的な計算例を示して
から、一般的・抽象的な定義としてまとめるという流れがわかりやすいです。また、後半で取
り上げられる応用例が、古典力学、画像データの圧縮、３ＤＣＧ、グラフ理論など、内容が新
しく種類が豊富なのも魅力です。説明も丁寧なので、理工学のさまざまな場面で線形代数が使
われていることが理解できると思います。
高校数学的なスタイルの方が読みやすいという場合は、『長岡亮介 線型代数入門講義』のほ
うがあっているかもしれません。（情報/D3）

ストラング線形代数イントロダクション

赤石雅典著. -- 日経BP社, 2019.

昨今話題の人工知能、その発展の要となるディープラーニングは、高度な問題解決能力とは対
照的に、数学的には意外と初等的です。本書はそのしくみを理解するため、数Iの復習からはじ
めて、多変数関数の微分や行列演算（学部教養程度）までを丁寧に説明する本です。人工知能
が何をしているのかがわかります。
私（スタッフ）は理学部出身ですが、昔から数学への苦手意識が強いです。しかし、研究のう
えで数学を「使う」ようになって気づいたのは、他分野の専門として使うだけなら、数学の教
科書にある抽象的な論理のすべてを理解する必要はない（私にはできない）ということです。
しかも、実際の応用を意識して、意味づけしながら勉強すると、モチベーションの維持につな
がります。そこで、数学の勉強が進まないひとりとして、応用を意識して数学を勉強できる本
を勧めてみました。 （理/M2）

最短コースでわかるディープラーニングの数学
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vol.1 No.10

あなたのための推薦図書

人環・総人/学部1回

↓京大図書館所蔵

↓京大図書館所蔵

↓京大図書館所蔵



Request

夏休み中に読み切れる本、高校で日本史を詳しく
学んでいない人でも読める日本史の本、産科系の
医学に関する本を教えてください。

五味文彦, 鳥海靖編. -- 山川出版社, 2017.

高校で日本史を詳しく学んでいないとのことでしたが、やはり歴史の教科書を出してきた山川
の書籍がおすすめかな、と思います。大人が日本史や世界史を学び直すための書籍も増えてき
ましたが、読みやすくするためにどうしても一部の歴史的人物や事象にフォーカスしてしまう
こともあり、編集者の意図が大きく反映されがちです。その点、そうした書籍よりは若干読み
にくいかもしれませんが、こちらの本は満遍なく歴史を学びなおせるのでおすすめです。夏休
み中に読むとのことですので、こちらを紹介してみました！ （AA研/D2）

新もういちど読む山川日本史

増﨑英明, 最相葉月著. -- ミシマ社, 2019.

気軽によめるかなーとおもってこの本をお勧めします。新時代の産婦人科界を牽引した「先
生」に、生徒サイショーが妊娠・出産について話す構成になっており、ラジオを聞いてるよう
な感覚になる本でした。幅広い題材に触れていて、教科書的な本というよりは産科医としてど
のようなことをしているかなどが書いているので、申し込んでくださった学生さんにはぴった
りなのではないかと思いました。もちろん、つわりの部分や様々批判的な視点で考えられると
ころもあると思いますが、それに関しても学生さんが色々自分の考えでまとめてみたりするの
も非常に意味があると思いました。（医/M2）

胎児のはなし

西村秀樹著. -- 三一書房, 2019.

日本は朝鮮半島の戦争に加担することによって、高度経済成長を遂げました（そしてこの戦争
はまだ終わっていません…）。（どちらかというと現代史ですが）日本が加担した戦争の歴史
について、この夏に少し知っていただけたらと思っています。 （人環/D2）

朝鮮戦争に「参戦」した日本
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vol.1 No.11

あなたのための推薦図書

医/学部2回

↓京大図書館所蔵

↓京大図書館所蔵

↓京大図書館所蔵



Request

哲学における主要な論点（幸せとは何か、普遍的
な真理は存在するのか、決定論など？）を知るこ
とができる本を教えて頂きたいです。

三木清著. -- 改版. -- 岩波書店, 1976.

生協の教科書販売コーナーでたまたま見かけて読んだ本です。哲学の視点から、「科学」「経
験」「常識」「真理」「知識」「道徳」などがどうとらえられ、どう取り扱われているかを紹
介する一冊です。ただし、各哲学者の主張を要約するのではなく、哲学的な考え方に重点が置
かれていて、思弁的であって、やや硬い感じがするかもしれません。 （文/D1）

哲学入門

岩田靖夫[ほか]著. -- 有斐閣, 1993.

人や時代により、何を主要な問題と捉えるかは変わってきます。何が哲学史上で中心となって
きたかを学ばれることをお薦めします。この本は初学者にも比較的読みやすいそうです。また、
現代の哲学には大きく分けて「大陸哲学」「分析哲学」という2つの流れがあるので、これら
のキーワードで検索して、さらに関心のあるトピックや、書評を探してみるのもいかがでしょ
うか。（情報/D3）

西洋思想のあゆみ : ロゴスの諸相

エーリッヒ・フロム著 ; 鈴木晶訳 -- 紀伊國屋書店, 2020.

読んでいて面白かった本を紹介します。「自由からの逃走」などで著名なフロムの本です。
「愛」ってなんだろう？と気持ちが迷子になったときに出会った本です。いわゆる学術本では
なく、一般大衆向けに書かれているので、非常に読みやすいかと思います。基本的には「愛」
に関するフロムの主張が書かれているのですが、途中でフロイトなど他の思想家の議論を取り
上げ、判などをしつつ話が展開されていきますので、「入門書」ではないですが、こうした本
からも主要な論点は拾っていけると思います。なお、「幸せ」についてはアランやラッセルの
「幸福論」が有名ですね。 （AA研/D2）

愛するということ
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vol.1 No.12

あなたのための推薦図書

文/学部4回

↓京大図書館所蔵

↓京大図書館所蔵

↓京大図書館所蔵



Request

Q&A少年非行を知るための基礎知識 : 
親・教師・公認心理師のためのガイドブック

村尾泰弘著. -- 新版. -- 明石書店, 2020.

当該分野の基礎的情報を体系的に整理したもので、著者が家庭裁判所調査官に携わっていた経験
もあるため、ご参考になると考えます。（ 教育/D1 ）

司法・犯罪心理学

藤岡淳子編. -- 有斐閣, 2020.

より法制度の視点から理解を獲得するアプローチで、職場の感覚を掴むための一冊としておすす
めできると考えます。また、同著者が多くの細分分野で著書を残しているため、さらに具体的な
テーマとの出会いにつながると理解します。（教育/D1 ）

加害者臨床を学ぶ : 
司法・犯罪心理学現場の実践ノート

門本泉著. -- 金剛出版, 2019..

著者は分野をまたがる学術的背景を持つ一方、実践家でもあり、問題関心をより深めるきっかけ
をもたらすだろうと考えます。（ 教育/D1 ）

家庭裁判所調査官など非行少年に関わる職業に就
く上で読んでおくべき本やおすすめの本を教えて
ほしいです。
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vol.1 No.13

あなたのための推薦図書

教育/学部3回

↓京大図書館所蔵

↓京大図書館所蔵

↓京大図書館所蔵



Request

「破局」/「カタストロフ」を予感することについ
て、歴史的にあるいは社会学的にあるいは文学的
に分析した本を教えてください。

中良子編. -- 世界思想社, 2014.

災害を記録する文学がいかに自由とつながるかという「災害の物語学」を、アメリカ文学にお
いて解明する本です。第二章でアメリカ文学専門の藤平育子教授が書いた「大水のあとに : 
エコ・カタストロフィ小説の眼差し」という一篇はおそらく、文学とカタストロフの接点につ
いて論じています。（文/D1）

災害の物語学
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vol.1 No.14

あなたのための推薦図書

人環・総人/M2

↓京大図書館所蔵



この小冊子は『あなたのための推薦図書』という企画で選定された本の紹介です。この
企画は、学内の学生さんからおすすめリクエストを募り、それに学習サポートデスク※

の大学院生スタッフが回答したものです。[リクエスト期間: 2021年6月～2022年3月]
※学習サポートデスクは2022年3月末で活動終了

QRコードが掲載されているものは、京大図書館の所蔵が確認できます。
vol.1~3のうち、このvol. 1では次のようなリクエストに回答しています。

大学に入って新しいことを学びたい、興味のある分野をもっと深
めたい、そんな学生のみなさんにオススメ！

2022.08.31 発行 京都大学附属図書館 利用支援掛

No.1 生化学・構造生物学に関する学部生のうちに読んでおくべき
おすすめの本

p.2

No.2 倫理学・考古学の入門書 p.3

No.3 プレゼンスキルを高めるおすすめの本 p.4

No.4 霊長類学の学術的に面白い研究をまとめてある本 p.5

No.5 人生観、哲学、生き方に関する本や、没頭できるような物語 p.6

No.6 神経薬理学の入門書 p.7

No.7 法学について深く知れる本 p.8

No.8 夏休みに、京都を見て回る助けになる本 p.9

No.9 群集心理に関する本 p.10

No.10 基礎教養レベルの大学数学を本気でやりたい文系学生向けの本、
数学がやりたくて仕方なくなる本

p.11

No.11 高校で日本史を詳しく学んでいない人でも読める日本史の本、
産科系の医学に関する本

p.12

No.12 哲学における主要な論点（幸せとは何か、普遍的な真理は
存在するのか、決定論など？）を知ることができる本

p.13

No.13 家庭裁判所調査官など非行少年に関わる職業に就く上で
読んでおくべき本

p.14

No.14 「破局」/「カタストロフ」を予感することについて、
歴史的にあるいは社会学的にあるいは文学的に分析した本

p.15




