2F企画展示

この一年の受賞作

展示期間：2/20-3/28
この2016年3月から2017年2月かけて発表された受賞図書を展示します。 【受賞作情報】
経済誌のランキング、サントリー学芸大賞、新書大賞、各学会の学会賞な ・2016年 経済図書ベスト10 ：日本経済新聞2016年12月25日朝刊より
ど幅広く取り揃えました。本学では、山田仁一郎先生（経営学研究科）が日 ・ベスト経済書ランキング ：週刊ダイヤモンド2016.12.31-2017.01.07より
本経営学会賞と企業家研究フォーラム賞のダブル受賞、久末弥生先生（創 ・新書大賞2017 ：中央公論2017.03より
造都市研究科）が国際公共経済学会学会賞を受賞されています。賞を射止 今年は「新書大賞10周年記念 10年間の新書ベスト3」も掲載されています。
・紀伊国屋じんぶん大賞2017
めた本が一堂に会する、この機会をお楽しみください。
11位から30位は紀伊国屋の店頭やホームページをご覧ください。

書誌事項等
これからのエリック・ホッファーのために : 在野研究者の生と心得 / 荒木優
太著. -- 東京書籍, 2016.3.
進化計算 (ニューロエボリューション) と深層学習 (ディープラーニング) : 創
発する知能 / 伊庭斉志著. -- オーム社, 2015.10.
インターネット・バイ・デザイン : 21世紀のスマートな社会・産業インフラの創
造へ / 江崎浩著. -- 東京大学出版会, 2016.6.
書影の森 : 筑摩書房の装幀1940-2014 / 臼田捷治編著. -- みずのわ出版,
2015.5.
日本の出版物流通システム : 取次と書店の関係から読み解く / 秦洋二著. - 九州大学出版会, 2015.3. -- (九州大学人文学叢書 ; 7).
批評メディア論 : 戦前期日本の論壇と文壇 / 大澤聡著. -- 岩波書店,
2015.1.
いま世界の哲学者が考えていること = Philosophical challenges in the 21st
century / 岡本裕一朗著. -- ダイヤモンド社, 2016.9.
有限性の後で : 偶然性の必然性についての試論 / カンタン・メイヤスー著 ;
千葉雅也, 大橋完太郎, 星野太訳. -- 人文書院, 2016.1.
近世日本の「礼楽」と「修辞」 : 荻生徂徠以後の「接人」の制度構想 / 高山大
毅著. -- 東京大学出版会, 2016.2.
パンセ / パスカル著 ; 塩川徹也訳 ; 上, 中, 下. -- 岩波書店, 2015.82016.7. -- (岩波文庫 ; 青(33)-614-2, 3, 4).
パンセ / パスカル著 ; 塩川徹也訳 ; 上, 中, 下. -- 岩波書店, 2015.82016.7. -- (岩波文庫 ; 青(33)-614-2, 3, 4).
パンセ / パスカル著 ; 塩川徹也訳 ; 上, 中, 下. -- 岩波書店, 2015.82016.7. -- (岩波文庫 ; 青(33)-614-2, 3, 4).
慈悲深き神の食卓 : イスラムを「食」からみる / 八木久美子著. -- 東京外国
語大学出版会, 2015.6. -- (Pieria Books).
新宗教と総力戦 : 教祖以後を生きる / 永岡崇著. -- 名古屋大学出版会,
2015.9.
六国史 : 日本書紀に始まる古代の「正史」 / 遠藤慶太著. -- 中央公論新社,
2016.2. -- (中公新書 ; 2362).
神と死者の考古学 : 古代のまつりと信仰 / 笹生衛著. -- 吉川弘文館,
2016.1. -- (歴史文化ライブラリー ; 417).
国際交易の古代列島 / 田中史生著. -- KADOKAWA, 2016.1. -- (角川選書
; 567).
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).
江戸日本の転換点 : 水田の激増は何をもたらしたか / 武井弘一著. -- NHK
出版, 2015.4. -- (NHKブックス ; 1230).
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.
「南京事件」を調査せよ : mission 70th / 清水潔著. -- 文藝春秋, 2016.8.
1941決意なき開戦 : 現代日本の起源 / 堀田江理著. -- 人文書院, 2016.6.
大本営発表 : 改竄・隠蔽・捏造の太平洋戦争 / 辻田真佐憲著. -- 幻冬舎,
2016.7. -- (幻冬舎新書 ; 424, [つ-3-3]).
都市と暴動の民衆史 : 東京・1905-1923年 / 藤野裕子著. -- 有志舎,
2015.10.
朝鮮燕行使と朝鮮通信使 / 夫馬進著. -- 名古屋大学出版会, 2015.2.
蘇我氏 : 古代豪族の興亡 / 倉本一宏著. -- 中央公論新社, 2015.12. -- (中
公新書 ; 2353).
明治の建築家伊東忠太 : オスマン帝国をゆく / ジラルデッリ青木美由紀著.
-- ウェッジ, 2015.12.
東京大都市圏におけるハウジング研究 : 都心居住と郊外住宅地の衰退 /
久保倫子著. -- 古今書院, 2015.3.
下り坂をそろそろと下る / 平田オリザ著. -- 講談社, 2016.4. -- (講談社現代
新書 ; 2363).
フランス革命という鏡 : 十九世紀ドイツ歴史主義の時代 / 熊谷英人著. -白水社, 2015.10.
保守主義とは何か : 反フランス革命から現代日本まで / 宇野重規著. -- 中
央公論新社, 2016.6. -- (中公新書 ; 2378).
「決め方」の経済学 : 「みんなの意見のまとめ方」を科学する / 坂井豊貴著.
-- ダイヤモンド社, 2016.6.
戦後政治の証言者たち : オーラル・ヒストリーを往く / 原彬久著. -- 岩波書
店, 2015.8.

請求記号

配架場所

受賞内容

002//A64//0280

2F就職応援

紀伊國屋じんぶん大賞2017 8位

007.13//I11//7419

3F開架新体系 第25回 大川出版賞

007.3//E71//2591

3F開架新体系 第25回 大川出版賞

022.57//U95//7912

7F新体系

024.1//H41//4145

3F開架新体系 第７回 地理空間学会 学術賞

070.21//O74//8640

3F開架新体系 第37回 日本出版学会賞 奨励賞

104//O42//3987

3F開架新体系 紀伊國屋じんぶん大賞2017 9位

111.8//ME25//3047

3F開架新体系 紀伊國屋じんぶん大賞2017 10位

第50回 造本装幀コンクール 専門書
（人文社会科学書・自然科学書等）部
門

第38回サントリー学芸賞 思想・歴史
121.56//TA56//1110 3F開架新体系 部門、第5回 東京大学南原繁記念出
版賞
135.25//P26//5227

3F文庫版

第68回 読売文学賞 研究・翻訳賞

135.25//P26//6191

3F文庫版

第68回 読売文学賞 研究・翻訳賞

135.25//P26//2897

3F文庫版

第68回 読売文学賞 研究・翻訳賞

167//Y15//5155

3F開架新体系 第7回 辻静雄食文化賞 本賞

169.1//N18//5760

3F開架新体系 2016年度 日本宗教学会賞

210.3//E59//9319

4F新書版

210.3//SA81//8197

3F開架新体系 第4回 古代歴史文化賞 優秀作品賞

210.3//TA84//9253

3F開架新体系 第4回 古代歴史文化賞 大賞

210.47//G74//4717

4F新書版

210.5//TA62//2605

3F開架新体系 第４回 河合隼雄学芸賞

210.69//A81//4117

4F新書版

第4回 古代歴史文化賞 優秀作品賞

新書大賞2017 5位

新書大賞2017 16位

210.7//KA86//5063/
3F開架新体系 紀伊國屋じんぶん大賞2017 大賞
/西田蔵書
第16回 早稲田ジャーナリズム大賞
210.74//SH49//5024 3F開架新体系
公共奉仕部門の書籍版
210.75//H96//3312 3F開架新体系 第28回アジア・太平洋賞 特別賞
210.75//TS48//3794 4F新書版

新書大賞2017 14位

213.61//F64//8561

3F開架新体系 第42回 藤田賞

221.05//F87//1784

3F開架新体系 第14回 徳川賞

288.3//KU53//8184

4F新書版

新書大賞2017 19位

289//G47//8940//西
3F開架新体系 紀伊國屋じんぶん大賞2017 6位
田蔵書
291.0173//KU11//25
3F開架新体系 第７回 地理空間学会 学術賞
63
304//H68//0551

4F新書版

新書大賞2017 4位

311.234//KU33//681
第38回サントリー学芸賞 思想・歴史
4F開架新体系
2
部門
311.4//U77//2311

4F新書版

新書大賞2017 6位

311.7//SA29//2471

4F開架新体系 2016年『ベスト経済書』ランキング3位

312.1//H31//5743

4F開架新体系 第64回 日本エッセイスト・クラブ賞

書誌事項等
台湾とは何か / 野嶋剛著. -- 筑摩書房, 2016.5. -- (ちくま新書 ; 1185).
情報参謀 / 小口日出彦著. -- 講談社, 2016.7. -- (講談社現代新書 ; 2377).
プライバシー権の復権 : 自由と尊厳の衝突 / 宮下紘著. -- 中央大学出版
部, 2015.7.
レイシズムを解剖する : 在日コリアンへの偏見とインターネット / 高史明著.
-- 勁草書房, 2015.9.

請求記号

「平成の大合併」研究 / 森川洋著. -- 古今書院, 2015.2.

318.12//MO51//7051 4F開架新体系

誰が「橋下徹」をつくったか : 大阪都構想とメディアの迷走 / 松本創著. -140B, 2015.11.
地域に希望あり : まち・人・仕事を創る / 大江正章著. -- 岩波書店, 2015.5.
-- (岩波新書 ; 新赤版 1547).
「経済大国」日本の外交 : エネルギー資源外交の形成1967～1974年 / 白鳥
潤一郎著. -- 千倉書房, 2015.8. -- (叢書21世紀の国際環境と日本 ; 005).
欧州複合危機 : 苦悶するEU、揺れる世界 / 遠藤乾著. -- 中央公論新社,
2016.10. -- (中公新書 ; 2405).
道徳感情はなぜ人を誤らせるのか : 冤罪、虐殺、正しい心 / 管賀江留郎著.
-- 洋泉社, 2016.5.
ダグラス・ノース制度原論 / ダグラス・C.ノース著 ; 水野孝之 [ほか] 訳. -東洋経済新報社, 2016.3.
「その日暮らし」の人類学 : もう一つの資本主義経済 / 小川さやか著. -- 光
文社, 2016.7. -- (光文社新書 ; 829).
行動経済学の逆襲 / リチャード・セイラー著 ; 遠藤真美訳. -- 早川書房,
2016.7.
経済データと政策決定 : 速報値と確定値の間の不確実性を読み解く / 小巻
泰之著. -- 日本経済新聞出版社, 2015.5.
21世紀の不平等 / アンソニー・B・アトキンソン著 ; 山形浩生, 森本正史訳. - 東洋経済新報社, 2015.12.

配架場所

第11回 樫山純三賞

315.1//KO26//3096

4F新書版

新書大賞2017 15位

316.1//MI83//5169

4F開架新体系 第31回テレコム社会科学賞

316.81//TA27//6134 4F開架新体系 第18回 日本社会心理学会 出版賞
第16回 人文地理学会学会賞 一般図
書部門
318.263//MA81//745
2016年度 日本ジャーナリスト会議
4F開架新体系
7//西田蔵書
（JCJ）賞
318.6//O18//3210

4F新書版

越境者の政治史 : アジア太平洋における日本人の移民と植民 / 塩出浩之
著. -- 名古屋大学出版会, 2015.10.

319.3//E59//4721

4F新書版

327.6//KA54//3156

4F開架新体系 紀伊國屋じんぶん大賞2017 3位

331//N96//0884

4F開架新体系 2016年 経済図書ベスト10 3位

331//O24//2777

4F新書版

新書大賞2017 12位

331//TH1//3234

4F開架新体系

2016年 経済図書ベスト10 3位、2016
年『ベスト経済書』ランキング6位

私たちはどこまで資本主義に従うのか : 市場経済には「第3の柱」が必要で
ある / ヘンリー・ミンツバーグ著 ; 池村千秋訳. -- ダイヤモンド社, 2015.12.
通貨の日本史 : 無文銀銭、富本銭から電子マネーまで / 高木久史著. -中央公論新社, 2016.8. -- (中公新書 ; 2389).
慢性デフレ : 真因の解明 / 渡辺努編 ; 阿部修人 [ほか執筆]. -- 日本経済
新聞出版社, 2016.9. -- (シリーズ現代経済研究 / 現代経済研究グループ
ドキュメント銀行 : 金融再編の20年史--1995-2015 / 前田裕之 [著]. -- ディ
スカヴァー・トゥエンティワン, 2015.12.
金融政策の「誤解」 : "壮大な実験"の成果と限界 / 早川英男著. -- 慶應義
塾大学出版会, 2016.7.
経済の大転換と日本銀行 / 翁邦雄著. -- 岩波書店, 2015.3. -- (シリーズ現
代経済の展望).
試練と挑戦の戦後金融経済史 / 鈴木淑夫著. -- 岩波書店, 2016.5.
日常から考えるコミュニケーション学 : メディアを通して学ぶ / 池田理知子
著. -- ナカニシヤ出版, 2015.12. -- (「シリーズ」メディアの未来 ; 7).
日本会議の研究 / 菅野完著. -- 扶桑社, 2016.5. -- (扶桑社新書 ; 212).
しかし、誰が、どのように、分配してきたのか : 同和政策・地域有力者・都市
大阪 / 矢野亮著. -- 洛北出版, 2016.3.
日本において都市社会学はどう形成されてきたか : 社会調査史で読み解く
学問の誕生 / 松尾浩一郎著. -- ミネルヴァ書房, 2015.4. -- (MINERVA社会
現代インドのカーストと不可触民 : 都市下層民のエスノグラフィー / 鈴木真
弥著. -- 慶応義塾大学出版会, 2015.11.
介護はいかにして「労働」となったのか : 制度としての承認と評価のメカニズ
ム / 森川美絵著. -- ミネルヴァ書房, 2015.1. -- (現代社会政策のフロンティ
老いる家崩れる街 : 住宅過剰社会の末路 / 野澤千絵著. -- 講談社,
2016.11. -- (講談社現代新書 ; 2397).
危機と雇用 : 災害の労働経済学 / 玄田有史著. -- 岩波書店, 2015.2.
仕事と家族 : 日本はなぜ働きづらく、産みにくいのか / 筒井淳也著. -- 中央
公論新社, 2015.5. -- (中公新書 ; 2322).

新書大賞2017 11位

331.19//KO58//3199 4F開架新体系 第56回 エコノミスト賞
331.85//A94//7908

4F開架新体系

2016年 経済図書ベスト10 1位、2016
年『ベスト経済書』ランキング5位
2016年『ベスト経済書』ランキング1位
2016年 経済図書ベスト10 7位、新書
大賞2017 2位

332.22//KA86//1123 4F開架新体系 第28回アジア・太平洋賞 特別賞
334.4223//N29//7513 4F開架新体系 第19回 ロドリゲス通事賞
334.435//MO45//012
第16回 大佛次郎論壇賞、第33回 渋
4F開架新体系
0
沢・クローデル賞
第70回 毎日出版文化賞 人文・社会
部門、第38回サントリー学芸賞 政治・
334.51//SH72//5946 4F開架新体系
経済部門、第38回 角川源義賞 歴史
研究部門
335.1//I64//8013//
4F開架新体系 2016年『ベスト経済書』ランキング10位
西田蔵書

ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学 / 入山章栄著. -- 日
経BP社.
Hard things : 答えがない難問と困難にきみはどう立ち向かうか / ベン・ホロ
335.13//H89//4377
ウィッツ著 ; 滑川海彦, 高橋信夫訳. -- 日経BP社.
大学発ベンチャーの組織化と出口戦略 = Organizing and exiting strategies
of academic entrepreneurship / 山田仁一郎著. -- 中央経済社, 2015.3.

第31回 農業ジャーナリスト賞

319.1//SH86//6452/
第38回サントリー学芸賞 政治・経済
4F開架新体系
/西田蔵書
部門

人口と日本経済 : 長寿、イノベーション、経済成長 / 吉川洋著. -- 中央公論
332.107//Y89//3469 4F新書版
新社, 2016.8. -- (中公新書 ; 2388).
中国経済学入門 : 「曖昧な制度」はいかに機能しているか / 加藤弘之著. -名古屋大学出版会, 2016.3.
ポルトガルがマカオに残した記憶と遺産 : 「マカエンセ」という人々 / 内藤理
佳著. -- Sophia University Press 上智大学出版.
排除と抵抗の郊外 : フランス「移民」集住地域の形成と変容 / 森千香子著.
-- 東京大学出版会, 2016.3.

受賞内容

312.224//N93//1494 4F新書版

4F開架新体系 ビジネス書大賞2016 大賞

335.21//Y19//1973

平成27年度 日本経営学会賞(著書部
4F開架新体系 門)、第10回 企業家研究フォーラム賞
著書の部

335.8//MI47//8548

4F開架新体系 2016年『ベスト経済書』ランキング2位

337.21//TA29//3470 4F新書版

2016年『ベスト経済書』ランキング8位

337.91//W46//5329

2016年 経済図書ベスト10 6位

2F学生選書

338.21//MA26//9169 4F開架新体系 2016年 経済図書ベスト10 5位
2016年『ベスト経済書』ランキング4位
2016年 経済図書ベスト10 8位

338.3//H46//3148

4F開架新体系

338.3//O52//2828

4F開架新体系 第37回 石橋湛山賞

338.3//SU96//2815

4F開架新体系 2016年 経済図書ベスト10 10位
2016年度 日本コミュニケーション学会
361.42//I32//8642
4F開架新体系
学会賞（教科書・啓蒙書の部）
第16回 早稲田ジャーナリズム大賞
361.65//SU25//3048 4F新書版
草の根民主主義部門 奨励賞、新書大
賞2017 3位
361.86//Y58//2607

4F開架新体系 第2回 生存学奨励賞

361.78//MA85//2589 4F開架新体系 2016年 日本都市学会賞
362.25//SU96//7538 4F開架新体系

第28回アジア・太平洋賞 特別賞、第
11回 樫山純三賞

364.4//MO51//9254

4F開架新体系 第22回 社会政策学会 奨励賞

365.31//N98//5453

4F新書版

新書大賞2017 16位

366.021//G34//1342 4F開架新体系 第30回 冲永賞
366.021//TS93//322
4F新書版
第6回 不動産協会賞
3

書誌事項等
失業なき雇用流動化 : 成長への新たな労働市場改革 / 山田久著. -- 慶應
義塾大学出版会, 2016.5.
外国人労働者受け入れと日本社会 : 技能実習制度の展開とジレンマ / 上
林千恵子著. -- 東京大学出版会, 2015.3.
イスラーム復興とジェンダー : 現代エジプト社会を生きる女性たち / 嶺崎寛
子著. -- 昭和堂, 2015.2.

請求記号

配架場所

366.21//Y19//2104

4F開架新体系 2016年 経済図書ベスト10 9位

マラス : 暴力に支配される少年たち / 工藤律子著. -- 集英社, 2016.11.

367.6573//KU17//63
4F開架新体系 第１４回 開高健ノンフィクション賞
04

インターネットは自殺を防げるか : ウェブコミュニティの臨床心理学とその実
践 / 末木新著. -- 東京大学出版会, 2013.6.
福祉のアジア : 国際比較から政策構想へ / 上村泰裕著. -- 名古屋大学出
版会, 2015.9.
知的障害者の「親元からの自立」を実現する実践 : エピソード記述で導き出
す新しい枠組み / 森口弘美著. -- ミネルヴァ書房, 2015.9. -- (Minerva
Library「社会福祉」 ; 1).
原爆供養塔 : 忘れられた遺骨の70年 / 堀川惠子著. -- 文藝春秋, 2015.5.
糸賀一雄の研究 : 人と思想をめぐって / 蜂谷俊隆著. -- 関西学院大学出
版会, 2015.3.
「学力」の経済学 / 中室牧子著. -- ディスカヴァー・トゥエンティワン, 2015.6.
戦後日本の教育委員会 : 指揮監督権はどこにあったのか / 大畠菜穂子著.
-- 勁草書房, 2015.12.
下丸子文化集団とその時代 : 一九五〇年代サークル文化運動の光芒 / 道
場親信 [著]. -- みすず書房, 2016.10.
草の根グローバリゼーション : 世界遺産棚田村の文化実践と生活戦略 / 清
水展著. -- 京都大学学術出版会, 2013.1. -- (地域研究叢書 ; 25).
番茶と庶民喫茶史 / 中村羊一郎著. -- 吉川弘文館, 2015.3. -- (日本歴史
民俗叢書).
韓国の「鬼」 : ドッケビの視覚表象 / 朴美暻著. -- 京都大学学術出版会,
2015.11.
サイエンスペディア1000 = Sciencepedia 1000 / ポール・パーソンズ著 ; 古
谷美央訳. -- ディスカヴァー・トゥエンティワン, 2015.11.
数学する身体 / 森田真生著. -- 新潮社, 2015.10.
古都がはぐくむ現代数学 : 京大数理解析研につどう人びと / 内村直之著. - 日本評論社, 2013.11.

受賞内容

366.89//KA32//1933 4F開架新体系 第30回 冲永賞
367.242//MI43//2248 4F開架新体系 第43回 澁澤賞

368.3//SU16//8776

4F開架新体系 第31回テレコム社会科学賞

369.022//KA37//576
4F開架新体系 第２８回アジア・太平洋賞 特別賞
2
369.28//MO48//6141 4F開架新体系

2016年度 日本社会福祉学会学会賞
奨励賞

371.3//N37//4908

第47回 大宅壮一ノンフィクション賞
書籍部門
2016年度 日本社会福祉学会学会賞
4F開架新体系
奨励賞
4F開架新体系 ビジネス書大賞2016 準大賞

373.2//O28//8278

4F開架新体系 2016年 日本教育行政学会賞

379.6//MI13//4834

4F開架新体系 紀伊國屋じんぶん大賞2017 5位

369.37//H89//0577
369.49//H11//4105

4F開架新体系

382.2481//SH49//19
4F開架新体系 第11回 日本文化人類学会賞
59
383.889//N37//1261 4F開架新体系 第26回 茶道文化学術賞
388.21//P16//8089

4F開架新体系 第40回 日本児童文学学会奨励賞

403.6//P25//8443//
第50回 造本装幀コンクール 経済産
3F開架新体系
西田蔵書
業大臣賞
410.4//MO66//6279 3F開架新体系 第15回 小林秀雄賞
410.7//U19//4079

3F開架新体系 第12回 日本数学会出版賞

科学ジャーナリスト賞2016 科学ジャー
ナリスト大賞
西アフリカ・サヘルの砂漠化に挑む : ごみ活用による緑化と飢餓克服、紛争
第16回 人文地理学会学会賞 学術図
454.64//O95//2956 3F開架新体系
書部門
予防 / 大山修一著. -- 昭和堂, 2015.3.
ヘッケルと進化の夢 (ファンタジー) : 一元論、エコロジー、系統樹 / 佐藤恵 460.2//SA85//6485/
第70回 毎日出版文化賞 自然科学部
3F開架新体系
/西田蔵書
門
子著. -- 工作舎, 2015.9.
爆発的進化論 : 1%の奇跡がヒトを作った / 更科功著. -- 新潮社, 2016.9. -- 467.5//SA69//5550/
4F新書版
新書大賞2017 16位
/西田蔵書
(新潮新書 ; 685).

生命の星の条件を探る / 阿部豊著. -- 文藝春秋, 2015.8.

445//A12//6270

日本人はどこから来たのか? / 海部陽介著. -- 文藝春秋, 2016.2.

469.91//KA21//0299 3F開架新体系 第4回 古代歴史文化賞優秀作品賞

菌世界紀行 : 誰も知らないきのこを追って / 星野保著. -- 岩波書店,
2015.12. -- (岩波科学ライブラリー ; 245).
ウイルスは生きている / 中屋敷均著. -- 講談社, 2016.3. -- (講談社現代新
書 ; 2359).
フランスの生命倫理法 : 生殖医療の用いられ方 / 小門穂著. -- ナカニシヤ
出版, 2015.4.
ドイツの挑戦 : エネルギー大転換の日独比較 / 吉田文和著. -- 日本評論
社, 2015.12.
ようこそドボク学科へ! : 都市・環境・デザイン・まちづくりと土木の学び方 /
真田純子 [ほか] 編著. -- 学芸出版社, 2015.4.
アメリカを創る男たち : ニューヨーク建設労働者の生活世界と「愛国主義」 /
南修平著. -- 名古屋大学出版会, 2015.7.
道路の日本史 : 古代駅路から高速道路へ / 武部健一著. -- 中央公論新社,
2015.5. -- (中公新書 ; 2321).
環境政策史論 : ドイツ容器包装廃棄物政策の展開 / 喜多川進著. -- 勁草
書房, 2015.2.
都市計画法の探検 / 久末弥生著. -- 法律文化社, 2016.6.
東京都市計画の遺産 : 防災・復興・オリンピック / 越澤明著. -- 筑摩書房,
2014.10. -- (ちくま新書 ; 1094).
駅をデザインする / 赤瀬達三著. -- 筑摩書房, 2015.2. -- (ちくま新書 ;
1112 . カラー新書).
鉄道の「鉄」学 : 車両と軌道を支える金属材料のお話 / 松山晋作編. -オーム社, 2015.8.
織物 / 植村和代著. -- 法政大学出版局, 2014.12. -- (ものと人間の文化史
; 169).
近代日本の地方事業家 : 萬三商店小栗家と地域の工業化 / 中西聡, 井奥
成彦編著. -- 日本経済評論社, 2015.11.
近現代日本の村と政策 : 長野県下伊那地方1910-60年代 / 坂口正彦著. -日本経済評論社, 2014.10.
東大ハチ公物語 : 上野博士とハチ、そして人と犬のつながり / 一ノ瀬正樹,
正木春彦編. -- 東京大学出版会, 2015.3.
ニワトリ : 人類を変えた大いなる鳥 / アンドリュー・ロウラー著 ; 熊井ひろ美
訳. -- インターシフト.

3F開架新体系

474.85//H92//7408

3F開架新体系 第1回 斎藤茂太賞

491.77//N45//0157

4F新書版

第32回 講談社科学出版賞

495.48//KO41//3874 3F開架新体系 第33回 渋沢・クローデル賞
2016年度 環境経済・政策学会 論壇
賞

501.6//Y86//8303

3F開架新体系

510.7//SA61//1908

3F開架新体系 平成27年度 土木学会 出版文化賞

510.96//MI37//4672

3F開架新体系 第21回アメリカ学会 清水博賞

514.0921//TA58//32
4F新書版
22

第41回 交通図書賞 第3部（歴史）、
平成27年度 土木学会 出版文化賞
2016年度 環境経済・政策学会 学術
518.523//KI63//2097 3F開架新体系
賞
518.8//H76//1851
3F開架新体系 第25回 国際公共経済学会 学会賞
518.8//KO87//5381

4F新書版

第6回 不動産協会賞

526.68//A32//9171

4F新書版

第41回 交通図書賞 第4部（一般）

536//MA91//5406

3F開架新体系 第41回 交通図書賞 第2部（技術）

586.72//U42//7311//
3F開架新体系 第７回 日本生活文化史学会 学会賞
西田蔵書
第10回 企業家研究フォーラム賞 著
602.155//N38//8277 4F開架新体系
書の部
611.15//SA28//5967
2016年度 日本村落研究学会研究奨
4F開架新体系
//西田蔵書
励賞
平成28年度 農業農村工学会賞著作
645.6//I16//1805
4F開架新体系
賞
646.1//L42//5636

4F開架新体系 紀伊國屋じんぶん大賞2017 7位

書誌事項等
魚食と日本人 : 水産と人・生活・地域のかかわり / 林紀代美著. -- 古今書
院, 2015.12.
サービス立国論 : 成熟経済を活性化するフロンティア / 森川正之著. -- 日
本経済新聞出版社, 2016.4.
地域再生の戦略 : 「交通まちづくり」というアプローチ / 宇都宮浄人著. -- 筑
摩書房, 2015.6. -- (ちくま新書 ; 1129).
新・観光立国論 : イギリス人アナリストが提言する21世紀の「所得倍増計画」
/ デービッド・アトキンソン著. -- 東洋経済新報社, 2015.6.
CSV観光ビジネス : 地域とともに価値をつくる / 藤野公孝, 高橋一夫編著. - 学芸出版社, 2014.10.
ジオツーリズムとエコツーリズム / 深見聡著. -- 古今書院, 2014.11. -- (地
域づくり叢書 ; 3).
「ローカルテレビ」の再構築 : 地域情報発信力強化の視点から / 脇浜紀子
著. -- 日本評論社, 2015.1.

請求記号
配架場所
受賞内容
662.1//H48//7493//
第16回 人文地理学会学会賞 学術図
4F開架新体系
西田蔵書
書部門奨励賞

ロマネスク美術革命 / 金沢百枝著. -- 新潮社, 2015.8. -- (新潮選書).

702.04//KA48//6012 3F開架新体系

保存修復の技法と思想 : 古代芸術・ルネサンス絵画から現代アートまで /
田口かおり著. -- 平凡社, 2015.3.
ほとけを造った人びと : 止利仏師から運慶・快慶まで / 根立研介著. -- 吉
川弘文館, 2013.8. -- (歴史文化ライブラリー ; 366).
語りだす絵巻 : 「粉河寺縁起絵巻」「信貴山縁起絵巻」「掃墨物語絵巻」論 /
亀井若菜著. -- ブリュッケ.
越境と覇権 : ロバート・ラウシェンバーグと戦後アメリカ美術の世界的台頭 /
池上裕子著. -- 三元社, 2015.12.
楳図かずお論 : マンガ表現と想像力の恐怖 / 高橋明彦著. -- 青弓社,
2015.6.
韓国写真史 : 1631-1945 / 崔仁辰著 ; 姜美賢 [ほか] 訳. -- 青弓社,
2015.3.
オペラの20世紀 : 夢のまた夢へ / 長木誠司著. -- 平凡社, 2015.10.
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).
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).
映画とは何か / アンドレ・バザン著 ; 野崎歓, 大原宣久, 谷本道昭訳 ; 上,
下. -- 岩波書店, 2015.2-2015.3. -- (岩波文庫 ; 青(33)-578-1, 青(33)-578映画とは何か / アンドレ・バザン著 ; 野崎歓, 大原宣久, 谷本道昭訳 ; 上,
下. -- 岩波書店, 2015.2-2015.3. -- (岩波文庫 ; 青(33)-578-1, 青(33)-578満映とわたし / 岸富美子著 : 石井妙子著. -- 文芸春秋, 2015.8.
映画探偵 : 失われた戦前日本映画を捜して / 高槻真樹著. -- 河出書房新
社, 2015.11.
アンドレ・バザン : 映画を信じた男 / 野崎歓著. -- 春風社, 2015.6.
捜索者 : 西部劇の金字塔とアメリカ神話の創生 / グレン・フランクル [著] ;
高見浩訳. -- 新潮社, 2015.8.
チャップリンとヒトラー : メディアとイメージの世界大戦 / 大野裕之著. -- 岩
波書店, 2015.6.
日本語を作った男 : 上田万年とその時代 / 山口謠司著. -- 集英社インター
ナショナル.
台南文学 : 日本統治期台湾・台南の日本人作家群像 / 大東和重著. -- 関
西学院大学出版会, 2015.3.
文学熱の時代 : 慷慨から煩悶へ / 木村洋著. -- 名古屋大学出版会,
2015.11.
狂うひと : 「死の棘」の妻・島尾ミホ / 梯久美子著. -- 新潮社, 2016.10.
つかこうへい正伝 : 1968-1982 / 長谷川康夫著. -- 新潮社, 2015.11.

673.9//MO51//2715

4F開架新体系 2016年 経済図書ベスト10 2位

681.8//U96//3819

4F新書版

689.21//A94//4691

4F開架新体系 第6回 不動産協会賞

689.4//F64//5482//
西田蔵書
689.4//F72//6310//
西田蔵書
699.21//W31//9270

第41回 交通図書賞 第1部（経済・経
営）

第9回 日本観光研究学会 観光著作
賞（一般）
第9回 日本観光研究学会 観光著作
4F開架新体系
賞（学術）
4F開架新体系

4F開架新体系 第31回テレコム社会科学賞 奨励賞
第38回サントリー学芸賞 芸術・文学
部門

709//TA19//3456

3F開架新体系 第7回 表象文化論学会賞

718//N61//9296

3F開架新体系 第4回 古代歴史文化賞 優秀作品賞

721.2//KA34//5440

3F開架新体系 第66回 芸術選奨文部科学大臣賞

723.53//I33//5445

3F開架新体系

726.101//TA33//798
B3出納
9

第38回サントリー学芸賞 芸術・文学
部門
第40回 日本児童文学学会特別賞

740.221//C53//4224 3F開架新体系 2016年 日本写真協会賞 国際賞
766.1//C53//6797
767.7//SH99//6382
773.21//O51//9301

3F開架新体系 第66回 芸術選奨文部科学大臣賞
第40回 日本児童文学学会奨励賞、第
3F開架新体系
46回日本童謡賞 特別賞
第38回サントリー学芸賞 芸術・文学
3F開架新体系
部門

778.04//B29//9318

3F文庫版

キネマ旬報 映画本大賞2015 10位

778.04//B29//2136

3F文庫版

キネマ旬報 映画本大賞2015 10位

778.067//KI56//5596 3F開架新体系 キネマ旬報 映画本大賞2015 10位
778.21//TA55//9061 3F開架新体系 キネマ旬報 映画本大賞2015 5位
778.235//N98//4388 3F開架新体系 キネマ旬報 映画本大賞2015 6位
778.253//F44//7422/
3F開架新体系 キネマ旬報 映画本大賞2015 6位
/西田蔵書
778.253//O67//5156 3F開架新体系 キネマ旬報 映画本大賞2015 6位
810.26//Y24//0891

3F開架新体系 第29回 和辻哲郎文化賞 学術部門

910.26//O29//2681

3F開架新体系 第15回 島田謹二記念学藝賞

910.261//KI39//6741 3F開架新体系

第38回サントリー学芸賞 社会・風俗
部門

910.268//KA24//603
3F開架新体系 第68回 読売文学賞 評論・伝記賞
5//西田蔵書
912.6//H36//8466//
第38回 講談社ノンフィクション賞、第
3F開架新体系
西田蔵書
21回 AICT演劇評論賞

