２Ｆ企画展⺬

私の３冊2016 ―新聞書評より―

展⺬期間：2017/1/23∼2/19

年末の新聞読書面に、書評委員が選んだ2016年のおすすめ3点が掲載されました。
この一年の本を一望するのに、格好の企画です。
選ばれた本は書評委員の個性が反映されているので、誰が何を選んだか見るのも面白いです。
展示リストには書評委員の項目を設けました。
2016年の世相を反映した各分野の図書を、ぜひご覧ください。
書名等
ケルズの書 : アイルランドの至宝 : 復元模写及び色彩と図像の考
察 / 萩原美佐枝著・模写制作. -- 求龍堂, 2016.6.
人間さまお断り : 人工知能時代の経済と労働の手引き / ジェリー・
カプラン著 ; 安原和見訳. -- 三省堂, 2016.8.
神秘哲学 / 井筒俊彦著. -- 中央公論社, 1991.10. -- (井筒俊彦著
作集 / 井筒俊彦著 ; 1).
イスラーム文化 / 井筒俊彦著. -- 中央公論社, 1993.4. -- (井筒俊
彦著作集 / 井筒俊彦著 ; 2).
ロシア的人間 / 井筒俊彦著. -- 中央公論社, 1992.6. -- (井筒俊彦
著作集 / 井筒俊彦著 ; 3).
平田篤胤 : 交響する死者・生者・神々 / 吉田麻子著. -- 平凡社,
2016.7. -- (平凡社新書 ; 819).
『論語』と孔子の生涯 / 影山輝國著. -- 中央公論新社, 2016.3. -(中公叢書).
饗宴 : 訳と詳解 / プラトン [著] ; 山本巍訳・解説. -- 東京大学出版
会, 2016.6.
オープンダイアローグ / ヤーコ・セイックラ, トム・エーリク・アーンキ
ル著 ; 高木俊介, 岡田愛訳. -- 日本評論社, 2016.3.

配置場所

請求記号

書評委員（紙名）

3F開架新体系

L022.23//H14//5970

出口治明（朝日）

3F開架新体系

007.13//KA61//3295 養老孟司（毎日）

3F開架新体系

120.8//I99//8311

湯川豊（毎日）

3F開架新体系

120.8//I99//8314

湯川豊（毎日）

3F開架新体系

120.8//I99//8315

湯川豊（毎日）

4F新書版

121.52//Y86//3764

中島岳志（毎日）

3F開架新体系

123.83//KA18//0879 張競（毎日）

3F開架新体系

131.3//P71//2584

納富信留（読売）

3F開架新体系

146.8//SE17//0042

内田麻理香（毎日）
斎藤環（毎日）

「ひとり」の哲学 / 山折哲雄著. -- 新潮社, 2016.10. -- (新潮選書). 3F開架新体系

182.88//Y42//5768

髙樹のぶ子（毎日）

3F開架新体系

198.992//H96//0254

月本昭男（読売）

3F開架新体系

198.992//SH18//5971 月本昭男（朝日）

3F開架新体系

198.992//Y16//5973

月本昭男（朝日）

3F開架新体系

202.5//V89//6070

中村桂子（毎日）

3F開架新体系

209.5//MA45//9704

出口治明（読売）
鹿島茂（毎日）

3F開架新体系

209//D53//9167

藻谷浩介（毎日）

3F開架新体系

209//D53//9168

藻谷浩介（毎日）

4F新書版

210.46//E12//1418

清水克行（読売）

4F新書版

210.47//G74//4717

磯田道史（毎日）

3F開架新体系

210.52//N93//9225

加藤出（朝日）

4F新書版

210.69//A81//4117

岩間陽子（毎日）

3F開架新体系

210.7//KA86//5063

池澤夏樹（毎日）
沼野充義（毎日）

3F開架新体系

210.75//KA84//5967 保阪正康（朝日）

3F開架新体系

219.9//O81//5965

立野純二（朝日）

3F開架新体系

232.4//G61//2850

本村凌二（毎日）

3F開架新体系

232.4//G61//2851

本村凌二（毎日）

3F開架新体系

234.074//L95//3205

市田隆（朝日）

3F開架新体系

238//ME67//3924

原武史（朝日）

3F開架新体系

238//ME67//3925

原武史（朝日）

3F開架新体系

289//G65//3944

保阪正康（朝日）

近代日本の預言者 : 内村鑑三、一八六一-一九三〇年 / J.F.ハウ
ズ著 ; 堤稔子訳. -- 教文館, 2015.12.
明治知識人としての内村鑑三 : その批判精神と普遍主義の展開 /
柴田真希都 [著]. -- みすず書房, 2016.9.
日本的プロテスタンティズムの政治思想 : 無教会における国家と宗
教 / 柳父圀近著. -- 新教出版社, 2016.2.
最古の文字なのか? : 氷河期の洞窟に残された32の記号の謎を解く
/ ジェネビーブ・ボン・ペッツィンガー著 ; 櫻井祐子訳. -- 文藝春秋,
2016.11.
1493 : 世界を変えた大陸間の「交換」 / チャールズ・C. マン著 ; 布
施由紀子訳. -- 紀伊國屋書店, 2016.3.
「全世界史」講義 : 教養に効く!人類5000年史 / 出口治明著 ; 1 古
代・中世編, 2 近世・近現代編. -- 新潮社, 2016.1.
「全世界史」講義 : 教養に効く!人類5000年史 / 出口治明著 ; 1 古
代・中世編, 2 近世・近現代編. -- 新潮社, 2016.1.
室町幕府と地方の社会 / 榎原雅治著. -- 岩波書店, 2016.5. -- (岩
波新書 ; 新赤版 1581 . シリーズ日本中世史 ; 3).
応仁の乱 : 戦国時代を生んだ大乱 / 呉座勇一著. -- 中央公論新
社, 2016.10. -- (中公新書 ; 2401).
花の忠臣蔵 / 野口武彦著. -- 講談社, 2015.12.
シベリア出兵 : 近代日本の忘れられた七年戦争 / 麻田雅文著. -中央公論新社, 2016.9. -- (中公新書 ; 2393).
戦争まで : 歴史を決めた交渉と日本の失敗 / 加藤陽子著. -- 朝日
出版社, 2016.8.
密室の戦争 : 日本人捕虜、よみがえる肉声 / 片山厚志, NHKスペ
シャル取材班著. -- 岩波書店, 2016.7.
沖縄は未来をどう生きるか / 大田昌秀, 佐藤優著. -- 岩波書店,
2016.8.
アントニウスとクレオパトラ / エイドリアン・ゴールズワーシー著 ; 阪
本浩訳 ; 上, 下. -- 白水社, 2016.7.
アントニウスとクレオパトラ / エイドリアン・ゴールズワーシー著 ; 阪
本浩訳 ; 上, 下. -- 白水社, 2016.7.
ヒトラーの娘たち : ホロコーストに加担したドイツ女性 / ウェンディ・
ロワー著 ; 石川ミカ訳. -- 明石書店, 2016.7.
クレムリン : 赤い城塞の歴史 / キャサリン・メリデール著 ; 松島芳彦
訳 ; 上, 下. -- 白水社, 2016.9.
クレムリン : 赤い城塞の歴史 / キャサリン・メリデール著 ; 松島芳彦
訳 ; 上, 下. -- 白水社, 2016.9.
日米開戦への道 / ドリス・カーンズ・グッドウィン著 ; 砂村榮利子, 山
下淑美訳. -- 中央公論新社, 2014.8. -- (フランクリン・ローズヴェル
ト / ドリス・カーンズ・グッドウィン著 ; 砂村榮利子, 山下淑美訳 ; 上).

書名等
激戦の果てに / ドリス・カーンズ・グッドウィン著 ; 砂村榮利子, 山下
淑美訳. -- 中央公論新社, 2014.9. -- (フランクリン・ローズヴェルト
/ ドリス・カーンズ・グッドウィン著 ; 砂村榮利子, 山下淑美訳 ; 下).
高坂正堯と戦後日本 / 五百旗頭真, 中西寛編 ; 五百旗頭真 [ほか]
著. -- 中央公論新社, 2016.5.
1936-1945天罰 / イアン・カーショー著 ; 福永美和子訳. -- 白水社,
2016.5. -- (ヒトラー / イアン・カーショー著 ; 川喜田敦子, 福永美和
子訳 ; 下).
1889-1936傲慢 / イアン・カーショー著 ; 川喜田敦子訳. -- 白水社,
2016.1. -- (ヒトラー / イアン・カーショー著 ; 川喜田敦子訳 ; 上).
トランプ / マイケル・クラニッシュ, マーク・フィッシャー著 ; 野中香方
子 [ほか] 訳. -- 文藝春秋, 2016.10.
村に火をつけ、白痴になれ : 伊藤野枝伝 / 栗原康著. -- 岩波書店,
2016.3.
真田信繁の書状を読む / 丸島和洋著. -- 星海社. -- (星海社新書
; 95).
渡邉洪基 : 衆智を集むるを第一とす / 瀧井一博著. -- ミネルヴァ
書房, 2016.8. -- (ミネルヴァ日本評伝選).
日の沈む国から : 政治・社会論集 / 加藤典洋著. -- 岩波書店,
2016.8.
限界費用ゼロ社会 : 「モノのインターネット」と共有型経済の台頭 /
ジェレミー・リフキン著 ; 柴田裕之訳. -- NHK出版, 2015.10.
初期社会主義の地形学 (トポグラフィー) : 大杉栄とその時代 / 梅森
直之著. -- 有志舎, 2016.9.
戦後民主主義をどう生きるか / 三谷太一郎著. -- 東京大学出版会,
2016.9.
自由の条件 : スミス・トクヴィル・福澤諭吉の思想的系譜 / 猪木武
徳著. -- ミネルヴァ書房, 2016.9. -- (叢書・知を究める ; 8).

配置場所

請求記号

書評委員（紙名）

3F開架新体系

289//G65//4743

保阪正康（朝日）

3F開架新体系

289//I61//1916

村田晃嗣（読売）

3F開架新体系

289//KE59//2038

鹿島茂（毎日）

3F開架新体系

289//KE59//8599

鹿島茂（毎日）

3F開架新体系

289//KR1//5966

立野純二（朝日）

3F開架新体系

289//KU61//0152

三浦雅士（毎日）

4F新書版

289//MA57//5975

清水克行（朝日）

3F開架新体系

289//TA72//3326

奈良岡聰智（読売）

4F開架新体系

304//KA86//3846

橋爪大三郎（毎日）
堀江敏幸（毎日）

4F開架新体系

304//R38//7343

諸富徹（朝日）

4F開架新体系

309.021//U71//4405

安藤宏（読売）

4F開架新体系

311.21//MI58//5219

中沢孝夫（日経）

4F開架新体系

311.235//I56//4443

中沢孝夫（日経）
山崎正和（毎日）

311.7//I95//8829

髙樹のぶ子（毎日）

4F開架新体系

311.7//TA17//2659

辻原登（毎日）

4F新書版

312.1//H44//5214

奈良岡聰智（読売）

4F開架新体系

312.1//SH82//0279

山崎正和（毎日）

4F開架新体系

312.224//SA17//1787 髙樹のぶ子（毎日）

4F開架新体系

312.3//B71//3094

伊東光晴（毎日）

4F開架新体系

312.38//C79//4456

佐藤優（毎日）

4F開架新体系

312.453//E59//8667

岩間陽子（毎日）

4F開架新体系

312.53//MA16//4159 村田晃嗣（読売）

4F開架新体系

316.8//R22//2622

旦敬介（読売）

4F新書版

316.81//O26//5459

杉田敦（朝日）

4F開架新体系

319.1//KU69//2336

五百旗頭真（毎日）

4F新書版

319.1//MI73//4718

村田晃嗣（読売）

4F開架新体系

319.1022//N71//0943 加藤陽子（毎日）

4F開架新体系

319.22//SH57//4322 橋本五郎（読売）

4F開架新体系

319.22//SH57//4323 橋本五郎（読売）

4F開架新体系

319.8//SE16//6062

五百旗頭真（毎日）

4F新書版

323.142//KA63//0509

佐藤優（毎日）
橋爪大三郎（毎日）

4F開架新体系

323.143//A71//1918

杉田敦（朝日）

4F開架新体系

323.53//A19//1790

五百旗頭真（毎日）

4F開架新体系

326.34//F65//0969

内田麻理香（毎日）

私の「戦後民主主義」 / 岩波書店編集部編. -- 岩波書店, 2016. 1. 4F開架新体系
日本国民であるために : 民主主義を考える四つの問い / 互盛央著.
-- 新潮社, 2016.6. -- (新潮選書).
田中角栄 : 昭和の光と闇 / 服部龍二著. -- 講談社, 2016.9. -- (講
談社現代新書 ; 2382).
海洋アジアvs.大陸アジア : 日本の国家戦略を考える / 白石隆著. - ミネルヴァ書房, 2016.2. -- (セミナー・知を究める ; 1).
蔡英文 : 新時代の台湾へ / 蔡英文著 ; 前原志保監訳 ; 阿部由理
香, 篠原翔吾訳, 津村あおい訳. -- 白水社, 2016.6.
ヨーロッパ・コーリング : 地べたからのポリティカル・レポート / ブレイ
ディみかこ著. -- 岩波書店, 2016.6.
ユーラシアニズム : ロシア新ナショナリズムの台頭 / チャールズ・ク
ローヴァー著 ; 越智道雄訳. -- NHK出版, 2016.9.
崩壊国家と国際安全保障 : ソマリアにみる新たな国家像の誕生 /
遠藤貢著. -- 有斐閣, 2015.11.
アメリカ大統領制の現在 : 権限の弱さをどう乗り越えるか / 待鳥聡
史著. -- NHK出版, 2016.9. -- (NHKブックス ; 1241).
奴隷船の歴史 / マーカス・レディカー [著] ; 上野直子訳. -- みすず
書房, 2016.6.
在日二世の記憶 / 小熊英二, 高賛侑, 高秀美編. -- 集英社,
2016.11. -- (集英社新書 ; 0857D).
戦後日本外交 : 軌跡と課題 / 栗山尚一著. -- 岩波書店, 2016.6. -(岩波現代全書 ; 089).
現代日本外交史 : 冷戦後の模索、首相たちの決断 / 宮城大蔵著.
-- 中央公論新社, 2016.10. -- (中公新書 ; 2402).
敵か友か : 1925-1936 / 張競, 村田雄二郎編. -- 岩波書店, 2016.4.
-- (日中の120年文芸・評論作品選 / 張競, 村田雄二郎編 ; 2).
最後の「天朝」 : 毛沢東・金日成時代の中国と北朝鮮 / 沈志華 [著]
; 朱建栄訳 ; 上, 下. -- 岩波書店, 2016.9.
最後の「天朝」 : 毛沢東・金日成時代の中国と北朝鮮 / 沈志華 [著]
; 朱建栄訳 ; 上, 下. -- 岩波書店, 2016.9.
米ソ核軍縮交渉と日本外交 : INF問題と西側の結束1981-1987 / 瀬
川高央著. -- 北海道大学出版会, 2016.2.
憲法の無意識 / 柄谷行人著. -- 岩波書店, 2016.4. -- (岩波新書 ;
新赤版 1600).
尊厳と身分 : 憲法的思惟と「日本」という問題 / 蟻川恒正著. -- 岩
波書店, 2016.5.
憲法改正とは何か : アメリカ改憲史から考える / 阿川尚之著. -- 新
潮社, 2016.5. -- (新潮選書).
アディクションと加害者臨床 : 封印された感情と閉ざされた関係 /
藤岡淳子編著. -- 金剛出版, 2016.1.

書名等
経済数学の直観的方法 / 長沼伸一郎著 ; マクロ経済学編, 確率・
統計編. -- 講談社, 2016.9-2016.11. -- (ブルーバックス ; B-1984,
東アジア高度成長の歴史的起源 / 堀和生編. -- 京都大学学術出
版会, 2016.11.
危機と決断 : 前FRB議長ベン・バーナンキ回顧録 / ベン・バーナン
キ著 ; 小此木潔 [ほか] 訳 ; 上, 下. -- KADOKAWA, 2015.12.
危機と決断 : 前FRB議長ベン・バーナンキ回顧録 / ベン・バーナン
キ著 ; 小此木潔 [ほか] 訳 ; 上, 下. -- KADOKAWA, 2015.12.
マイナス金利政策 : 3次元金融緩和の効果と限界 / 岩田一政, 左三
川郁子, 日本経済研究センター編著. -- 日本経済新聞出版社,
日本会議の正体 / 青木理著. -- 平凡社, 2016.7. -- (平凡社新書 ;
818).
クー・クラックス・クラン : 白人至上主義結社KKKの正体 / 浜本隆三
著. -- 平凡社, 2016.10. -- (平凡社新書 ; 827).
「共生」の都市社会学 : 下北沢再開発問題のなかで考える / 三浦
倫平著. -- 新曜社, 2016.3.
視覚都市の地政学 : まなざしとしての近代 / 吉見俊哉著. -- 岩波
書店, 2016.3.
家族システムの起源 / エマニュエル・トッド [著] ; 片桐有紀子 [ほ
か] 訳 ; 1 ユーラシア 上, 1 ユーラシア 下. -- 藤原書店, 2016.7.
家族システムの起源 / エマニュエル・トッド [著] ; 片桐有紀子 [ほ
か] 訳 ; 1 ユーラシア 上, 1 ユーラシア 下. -- 藤原書店, 2016.7.

配置場所

請求記号

書評委員（紙名）

4F新書版

331.19//N16//4115

竹内薫（日経）

4F開架新体系

332.2//H87//5105

加藤陽子（毎日）

4F開架新体系

338.253//B38//8638

柳川範之（読売）

4F開架新体系

338.253//B38//8639

柳川範之（読売）

4F開架新体系

338.3//I97//3949

諸富徹（朝日）

4F新書版

361.65//A53//2781

海部宣男（毎日）

4F新書版

361.65//H24//4898

海部宣男（毎日）

4F開架新体系

361.78//MI67//0465

武田徹（朝日）

4F開架新体系

361.78//Y91//0128

村上陽一郎（毎日）

4F開架新体系

362//TO17//2643

4F開架新体系

362//TO17//2644

人材覚醒経済 / 鶴光太郎著. -- 日本経済新聞出版社, 2016.9.

4F開架新体系

366.21//TS84//5076

大竹文雄（毎日）

368.2//SU96//4706

大竹文雄（毎日）

369.31//I61//2872

山崎正和（毎日）

379.3//TA26//0123

安藤宏（読売）

4F開架新体系

382.1//N94//5974

高野ムツオ（朝日）

4F開架新体系

383.5//Y32//1407

斎藤美奈子（朝日）

4F開架新体系

383.81//O55//2519

高野ムツオ（読売）

3F開架新体系

410//SI8//1587

朝井リョウ（読売）

3F開架新体系

420.234//B16//4330

海部宣男（毎日）

3F開架新体系

485.73//O73//4341

岡ノ谷一夫（読売）

3F開架新体系

493.09//MA51//2534 横尾忠則（朝日）

3F開架新体系

493.7//SE83//5369

斎藤環（毎日）

3F開架新体系

493.7//SE83//6033

斎藤環（毎日）

3F開架新体系

493.74//KO12//6037 内田麻理香（毎日）

4F新書版

504//U74//3339

朝井リョウ（読売）

4F新書版

520.9//MO73//9441

松原隆一郎（毎日）

3F開架新体系

539.99//B77//4396

市田隆（朝日）

3F開架新体系

559.7//A25//1930

伊東光晴（毎日）

3F開架新体系

762.1//TA13//0917

細野晴臣（朝日）

3F開架新体系

767.7//SH99//6382

張競（毎日）

3F開架新体系

767.8//A25//5062

細野晴臣（朝日）

3F開架新体系

772.1//U22//4313

宮沢章夫（朝日）

3F開架新体系

773.21//O51//9301

蜂飼耳（朝日）

3F開架新体系

775.4//O74//2626

渡辺保（毎日）

経済学者日本の最貧困地域に挑む : あいりん改革3年8カ月の全記
4F開架新体系
録 / 鈴木亘著. -- 東洋経済新報社, 2016.10.
大災害の時代 : 未来の国難に備えて / 五百旗頭真著. -- 毎日新
4F開架新体系
聞出版, 2016.6.
〈少年〉と〈青年〉の近代日本 : 人間形成と教育の社会史 / 田嶋一
4F開架新体系
著. -- 東京大学出版会, 2016.3.
季節の民俗誌 / 野本寛一著. -- 玉川大学出版部, 2016.7.
化粧の日本史 : 美意識の移りかわり / 山村博美著. -- 吉川弘文
館, 2016.6. -- (歴史文化ライブラリー ; 427).
日本料理とは何か : 和食文化の源流と展開 / 奥村彪生著. -- 農山
漁村文化協会, 2016.4.
数学者たちの楽園 : 「ザ・シンプソンズ」を作った天才たち / サイモ
ン・シン [著] ; 青木薫訳. -- 新潮社, 2016.5.
ヒトラーと物理学者たち : 科学が国家に仕えるとき / フィリップ・ボー
ル [著] ; 池内了, 小畑史哉訳. -- 岩波書店, 2016.9.
クモの糸でバイオリン / 大崎茂芳著. -- 岩波書店, 2016.10. -- (岩
波科学ライブラリー ; 254).
「病は気から」を科学する / ジョー・マーチャント著 ; 服部由美訳. -講談社, 2016.4.
精神医学の歴史と人類学 / 鈴木晃仁, 北中淳子編. -- 東京大学出
版会, 2016.9. -- (シリーズ精神医学の哲学 ; 2).
精神医学と当事者 / 石原孝二, 河野哲也, 向谷地生良編. -- 東京
大学出版会, 2016.11. -- (シリーズ精神医学の哲学 ; 3).
人を信じられない病 : 信頼障害としてのアディクション / 小林桜児
著. -- 日本評論社, 2016.7.
明日、機械がヒトになる : ルポ最新科学 / 海猫沢めろん著. -- 講談
社, 2016.5. -- (講談社現代新書 ; 2370).
非常識な建築業界 : 「どや建築」という病 / 森山高至著. -- 光文社,
2016.2. -- (光文社新書 ; 802).
プルートピア : 原子力村が生みだす悲劇の連鎖 / ケイト・ブラウン
著 ; 高山祥子訳. -- 講談社, 2016.7.
核に魅入られた国家 : 知られざる拡散の実態 / 会川晴之著. -- 毎
日新聞出版, 2016.3.
武満徹・音楽創造への旅 / 立花隆著. -- 文藝春秋, 2016.2.
童謡の近代 : メディアの変容と子ども文化 / 周東美材著. -- 岩波
書店, 2015.10. -- (岩波現代全書 ; 076).
相倉久人にきく昭和歌謡史 / 相倉久人著 ; 松村洋編著. -- アルテ
スパブリッシング, 2016.9.
「J演劇」の場所 : トランスナショナルな移動性へ / 内野儀著. -- 東
京大学出版会, 2016.9.
乱舞の中世 : 白拍子・乱拍子・猿楽 / 沖本幸子著. -- 吉川弘文館,
2016.3. -- (歴史文化ライブラリー ; 420).
ミュージカル史 / 小山内伸著. -- 中央公論新社, 2016.6.

柄谷行人（朝日）
鹿島茂（毎日）
柄谷行人（朝日）
鹿島茂（毎日）

書名等
ボクシングと大東亜 : 東洋選手権と戦後アジア外交 / 乗松優著. -忘羊社, 2016.7.
ことばの地理学 : 方言はなぜそこにあるのか / 大西拓一郎著. -大修館書店, 2016.9.
「フランスかぶれ」の誕生 : 「明星」の時代1900-1927 / 山田登世子
著. -- 藤原書店, 2015.10.

配置場所

請求記号

書評委員（紙名）

3F開架新体系

788.3//N96//3324

中島岳志（毎日）

3F開架新体系

818//O66//4000

斎藤美奈子（朝日）

3F開架新体系

910.261//Y19//6810

池内紀（毎日）

狂うひと : 「死の棘」の妻・島尾ミホ / 梯久美子著. -- 新潮社,
2016.10.

3F開架新体系

歌の子詩の子、折口信夫 / 持田叙子著. -- 幻戯書房, 2016.10.

3F開架新体系

長谷川伸の戯曲世界 : 沓掛時次郎・瞼の母・暗闇の丑松 / 鳥居明
3F開架新体系
雄著. -- ぺりかん社, 2016.7.
神話で読みとく古代日本 : 古事記・日本書紀・風土記 / 松本直樹
4F新書版
著. -- 筑摩書房, 2016.6. -- (ちくま新書 ; 1192).
『痴人の愛』を歩く / 樫原辰郎著. -- 白水社, 2016.3.
松尾芭蕉 : おくのほそ道 / 松浦寿輝選・訳 . 与謝蕪村 / 辻原登選 .
小林一茶 / 長谷川櫂選 . とくとく歌仙 / 丸谷才一, 大岡信, 高橋治
著. -- 河出書房新社, 2016.6. -- (日本文学全集 / 池澤夏樹編 ;
日本語のために / 池澤夏樹編. -- 河出書房新社, 2016.8. -- (日本
文学全集 / 池澤夏樹編 ; 30).
ヘンリー・ソロー野生の学舎 / 今福龍太 [著]. -- みすず書房,
2016.7.
シェイクスピア : 人生劇場の達人 / 河合祥一郎著. -- 中央公論新
社, 2016.6. -- (中公新書 ; 2382).
人生の真実 / グレアム・ジョイス [著] ; 市田泉訳. -- 東京創元社,
2016.7. -- (創元海外SF叢書 ; 11).
脂肪の塊 ; ロンドリ姉妹 : モーパッサン傑作選 / モーパッサン著 ;
太田浩一訳. -- 光文社, 2016.9. -- (光文社古典新訳文庫 ; [KAモ
トルストイ / トルストイ [著] ; 加賀乙彦編. -- 集英社, 2016.1. -- (集
英社文庫 ; [Z-1-4] . ヘリテージシリーズ . ポケットマスタ ーピース ;
セカンドハンドの時代 : 「赤い国」を生きた人びと / スヴェトラーナ・
アレクシエーヴィチ [著] ; 松本妙子訳. -- 岩波書店, 2016.9.

清水良典（日経）
原武史（朝日）
松山巖（読売）
江國香織（毎日）
910.268//KA24//6035
角田光代（毎日）
加藤陽子（毎日）
堀江敏幸（毎日）
本村凌二(毎日）
910.268//MO12//507
松山巖（読売）
7
912.6//TO67//4052

縄田一男（日経）

913.2//MA81//5968

蜂飼耳（朝日）

3F開架新体系

913.6//KA75//1682

若島正（毎日）

3F開架新体系

918//N71//1902

小島ゆかり（毎日）

3F開架新体系

918//N71//3768

高野ムツオ（読売）

3F開架新体系

930.268//I41//3889

佐倉統（朝日）

4F新書版

932.5//KA93//2315

渡辺保（毎日）

7F新体系

933.7//J85//0505

若島正（毎日）

3F文庫版

953.6//MA95//4003

荒川洋治（毎日）

3F文庫版

983//TO47//8951

沼野充義（毎日）

3F開架新体系

986//A41//4328

柄谷行人（朝日）
青山七恵（読売）
沼野充義（毎日）

