2Fミニ展示

学情開館20周年 1996年を振り返る

展示期間：10/6-11/6

学情センターは、１９９６年１０月１４日にオープン。今年、２０周年を迎えます。学生の皆さんとほぼ同じ時間を歩んできました。
図書館と情報ネットワークや計算機センターを一体化した巨大な建築は、日本有数の規模を誇る「図書と情報の館」として
話題になりました。
パンフや計画書など開館に関する資料を展示し、１９９６年に話題となった学術系の出版物とともに２０年前を振り返ります。
資料名等
ソフトウェア帝国の誕生 / 相田洋, 大墻敦著. -- 日本放送出版協会, 1996.10. -- (NHK
スペシャル . 新・電子立国 ; 1).
世界を変えた実用ソフト / 相田洋, 大墻敦著. -- 日本放送出版協会, 1996.12. -- (NHK
スペシャル . 新・電子立国 / 相田洋, 大墻敦著 ; 3).
ビデオゲーム・巨富の攻防 / 相田洋, 大墻敦著. -- 日本放送出版協会, 1997.1. -(NHKスペシャル . 新・電子立国 / 相田洋, 大墻敦著 ; 4).
驚異の巨大システム / 相田洋, 荒井岳夫著. -- 日本放送出版協会, 1997.2. -- (新・電
子立国 : NHKスペシャル / 相田洋,大墻敦著 ; 5).
コンピューター地球網 / 相田洋, 矢吹寿秀著. -- 日本放送出版協会, 1997.3. -- (NHK
スペシャル . 新・電子立国 ; 6).
マイコン・マシーンの時代 / 相田洋, 荒井岳夫著. -- 日本放送出版協会, 1996.11. -(NHKスペシャル . 新・電子立国 / 相田洋, 大墻敦著 ; 2).
サブリミナル・マインド : 潜在的人間観のゆくえ / 下條信輔著. -- 中央公論社,
1996.10. -- (中公新書 ; 1324).
カリスマへの階段 / コリン・ウィルソン著 ; 関口篤訳. -- 青土社, 1996.4.
イエスとは誰か / 高尾利数著. -- 日本放送出版協会, 1996.3. -- (NHKブックス ; 763).
信長 / 秋山駿著. -- 新潮社, 1996.3.
突破者 : 戦後史の陰を駆け抜けた五〇年 / 宮崎学著. -- 南風社, 1996.10.
ロバート・フック : ニュートンに消された男 / 中島秀人著. -- 朝日新聞社, 1996.11. -(朝日選書 ; 565).
旅する巨人 : 宮本常一と渋沢敬三 / 佐野真一著. -- 文芸春秋, 1996.11.
アジアの時代 : 日本の孤立は避けられるか / 田中直毅著. -- 東洋経済新報社,
1996.4.
思想としてのアメリカ : 現代アメリカ社会・文化論 / 本間長世著. -- 中央公論社,
1996.9. -- (中公叢書).
政策の総合と権力 : 日本政治の戦前と戦後 / 御厨貴著. -- 東京大学出版会, 1996.4.
天地有情 : 五十年の戦後政治を語る / 中曽根康弘著. -- 文芸春秋, 1996.9.
あらかじめ裏切られた革命 / 岩上安身著. -- 講談社, 1996.6.
高坂正尭外交評論集 : 日本の進路と歴史の教訓 / 高坂正尭著. -- 中央公論社,
1996.7.
新しい「中世」 : 21世紀の世界システム / 田中明彦著. -- 日本経済新聞社, 1996.5.
資本主義の未来 / レスター・C・サロー [著] ; 山岡洋一, 仁平和夫訳. -- TBSブリタニ
カ, 1996.10.
手話の世界へ / オリバー・サックス著 ; 佐野正信訳. -- 晶文社, 1996.2. -- (サックス・
コレクション / オリバー・サックス著).
複雑系 / M・ミッチェル・ワールドロップ著 ; 田中三彦, 遠山峻征訳. -- 新潮社, 1996.6.
ゲノムを読む : 人間を知るために / 松原謙一, 中村桂子 [著]. -- 紀伊國屋書店,
1996.2. -- (科学選書 ; 20).
マルチプロジェクト戦略 : ポストリーンの製品開発マネジメント / 延岡健太郎著. -- 有
斐閣, 1996.10.
「価格革命」のマクロ経済学 : 流通構造変革の実証分析 / 西村清彦著. -- 日本経済
新聞社, 1996.11.
アジア間貿易の形成と構造 / 杉原薫著. -- ミネルヴァ書房, 1996.2. -- (Minerva人文・
社会科学叢書 ; 4).
規制緩和の神話 : 米国航空輸送産業の経験 / P.S.デンプシー, A.R.ゲーツ著 ; 吉田邦
郎, 福井直祥, 井手口哲生訳. -- 日本評論社, 1996.6.
新・ゴーマニズム宣言 / 小林よしのり著. -- 1 - 4. -- 小学館, 1996.8-.
新・ゴーマニズム宣言 / 小林よしのり著. -- 1 - 4. -- 小学館, 1996.8-.
新・ゴーマニズム宣言 / 小林よしのり著. -- 1 - 4. -- 小学館, 1996.8-.
時間 (とき) の園丁 / 武満徹著. -- 新潮社, 1996.3.
字通 / 白川静著. -- 平凡社, 1996.10.
恋と女の日本文学 / 丸谷才一著. -- 講談社, 1996.8.
荷風散策 : 紅茶のあとさき / 江藤淳著. -- 新潮社, 1996.3.
荷風と東京 : 『斷腸亭日乘』私註 / 川本三郎著. -- 都市出版, 1996.9.
太平記「よみ」の可能性 : 歴史という物語 / 兵藤裕己著. -- 講談社, 1995.11. -- (講談
社選書メチエ ; 61).
新解さんの謎 / 赤瀬川原平著. -- 文藝春秋, 1996.7.

配置場所

請求記号

3F開架新体系 007.3//A24//0977
3F開架新体系 007.3//A24//0979
3F開架新体系 007.3//A24//5330
3F開架新体系 007.3//A24//9064
3F開架新体系 007.3//A24//9089
3F開架新体系 007.3//A24//9376
4F新書版

145.1//SH52//2538

3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系

161.3//W75//4680
192.8//TA48//0959
289//A38//4689
289//MI88//4764

3F開架新体系 289//N34//2318
3F開架新体系 289//SA66//3265
4F開架新体系 302.2//TA84//3832
4F開架新体系 302.53//H83//3939
7F新体系
7F新体系
7F新体系

312.1//MI25//0380
312.1//N42//0425
312.38//I93//5092

4F開架新体系 319.04//KO82//3933
4F開架新体系 319//TA84//0707
4F開架新体系 332.06//TH9//1389
4F開架新体系 378.28//SA12//0717
7F新体系

404//W36//0113

3F開架新体系 467.3//MA73//0797
3F開架新体系 509.6//N91//3883
4F開架新体系 675//N84//4340
4F開架新体系 678.22//SU34//3651
4F開架新体系 687.253//D56//4691
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
7F新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系

726.1//KO12//0529
726.1//KO12//3667
726.1//KO12//3668
760.4//TA63//4688
813.2//SH83//5388
910.2//MA59//4709
910.268//E78//3692
910.268//KA95//4692XS

3F開架新体系 913.435//H99//8057
3F開架新体系 914.6//A32//4695

