私の3冊2017―新聞書評より―

展示期間：1/22-2/18

年末には各新聞社にて、その年のおすすめ図書３冊を書評委員が紹介する記事が掲載されます。
2017年の図書を一望するのに、格好の企画です。
選ばれた図書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、その本を誰が選んだかわかるように書評委員の項目を追加しています。ぜひご覧ください。
書誌事項等
勉強の哲学 : 来たるべきバカのために / 千葉雅也著. -- 文藝春秋, 2017.4.
写本の文化誌 : ヨーロッパ中世の文学とメディア / クラウディア・ブリンカー・
フォン・デア・ハイデ著 ; 一條麻美子訳. -- 白水社, 2017.8.
蔵書一代 : なぜ蔵書は増え、そして散逸するのか / 紀田順一郎著. -- 松籟
社, 2017.7.

請求記号
002//C42//8796

観光客の哲学 / 東浩紀編. -- ゲンロン, 2017.4. -- (ゲンロン = Genron ; 0).

051.3//G34//8312

配架場所
書評委員（紙名）
3F開架新体系 伊藤 亜紗(讀賣）

022.23//B73//1492 3F開架新体系 本村 凌二(毎日）
024.9//KI12//1719

サンキュータツオ(朝
日）
三浦 瑠璃(讀賣）
伊藤 亜紗(讀賣）
速水 健朗(日経）
3F開架新体系
原 武史(朝日）
斎藤 環（毎日）
橋爪 大三郎（毎日）
3F開架新体系

「意味」の原理論 / 竹田青嗣著. -- 講談社, 2017.10. -- (欲望論 / 竹田青嗣 104//TA59//4436/
3F開架新体系 橋爪
著 ; 第1巻).
/西田蔵書
「価値」の原理論 / 竹田青嗣著. -- 講談社, 2017.10. -- (欲望論 / 竹田青嗣 104//TA59//4437/
3F開架新体系 橋爪
著 ; 第2巻).
/西田蔵書
斎藤
中島
中動態の世界 : 意志と責任の考古学 / 國分功一郎著. -- 医学書院, 2017.4.
130//KO45//8297 3F開架新体系 堀江
-- (シリーズケアをひらく).
伊藤
野矢
ニューロラカン : 脳とフロイト的無意識のリアル / 久保田泰考著. -- 誠信書
146.1//KU14//4183 3F開架新体系 斎藤
房, 2017.8.

大三郎（毎日）
大三郎（毎日）
環（毎日）
岳志（毎日）
敏幸（毎日）
亜紗(讀賣）
茂樹(朝日）
環（毎日）

日本キリスト教史 : 年表で読む / 鈴木範久著. -- 教文館, 2017.8.

192.1//SU96//4180 3F開架新体系 斎藤 美奈子(朝日）

宣教師ザビエルと被差別民 / 沖浦和光著. -- 筑摩書房, 2016.12. -- (筑摩選
書 ; 0139).
夢遊病者たち : 第一次世界大戦はいかにして始まったか / クリストファー・ク
ラーク著 ; 小原淳訳 ; 1, 2. -- みすず書房, 2017.1.
夢遊病者たち : 第一次世界大戦はいかにして始まったか / クリストファー・ク
ラーク著 ; 小原淳訳 ; 1, 2. -- みすず書房, 2017.1.
日本の近代とは何であったか : 問題史的考察 / 三谷太一郎著. -- 岩波書店,
2017.3. -- (岩波新書 ; 新赤版 1650).
知らなかった、ぼくらの戦争 / アーサー・ビナード編著. -- 小学館, 2017.4.
戦争調査会 : 幻の政府文書を読み解く / 井上寿一著. -- 講談社, 2017.11. -(講談社現代新書 ; 2453).
古都の占領 : 生活史からみる京都1945-1952 / 西川祐子著. -- 平凡社,
2017.8.
アジアびとの風姿 : 環地方学の試み / 山室信一著. -- 人文書院, 2017.4. -(近現代アジアをめぐる思想連鎖).
オデュッセウスの記憶 : 古代ギリシアの境界をめぐる物語 / フランソワ・アル
トーグ著 ; 葛西康徳, 松本英実訳. -- 東海大学出版部, 2017.3.
虜囚 : 一六〇〇〜一八五〇年のイギリス、帝国、そして世界 / リンダ・コリー
著 ; 中村裕子, 土平紀子訳. -- 法政大学出版局, 2016.12.
ロシアの世紀末 : 「銀の時代」への旅 / 海野弘著. -- 新曜社, 2017.5.
ロシア革命 : 破局の8か月 / 池田嘉郎著. -- 岩波書店, 2017.1. -- (岩波新書
; 新赤版 1637).
神と革命 : ロシア革命の知られざる真実 / 下斗米伸夫著. -- 筑摩書房,
2017.10. -- (筑摩選書 ; 0151).

198.2236//O52//62
3F開架新体系 柄谷 行人(朝日）
40

暗い時代の人々 / 森まゆみ著. -- 亜紀書房, 2017.5.
最後のヴァイキング : ローアル・アムンセンの生涯 / スティーブン・R・バウン
著 ; 小林政子訳. -- 国書刊行会, 2017.5.
亀井俊介オーラル・ヒストリー : 戦後日本における一文学研究者の軌 / 亀井
俊介著. -- 研究社, 2017.4.
ヒトラーの裁判官フライスラー / ヘルムート・オルトナー著 ; 須藤正美訳. -白水社, 2017.4.
正義・平等・責任 : 平等主義的正義論の新たなる展開 = Justice, equality, and
responsibility : towards a new theory of egalitarian justice / 井上彰著. -- 岩
波書店, 2017.6.
「維新革命」への道 : 「文明」を求めた十九世紀日本 / 苅部直著. -- 新潮社,
2017.5. -- (新潮選書).
政党政治の制度分析 : マルチレベルの政治競争における政党組織 / 建林正
彦著. -- 千倉書房, 2017.9.
中国はなぜ軍拡を続けるのか / 阿南友亮著. -- 新潮社, 2017.8. -- (新潮選
書).
ヤナマール : セネガルの民衆が立ち上がるとき / ヴュー・サヴァネ, バイ・マケ
ベ・サル著 ; 中尾沙季子訳. -- 勁草書房, 2017.8.
富国と強兵 : 地政経済学序説 / 中野剛志著. -- 東洋経済新報社, 2016.12.

209.71//C76//6822 3F開架新体系 出口 治明(讀賣）
209.71//C76//6823 3F開架新体系 出口 治明(讀賣）
苅部 直(讀賣）
中沢 孝夫（日経）
210.75//B44//0849 3F開架新体系 池内 紀(毎日）
210.6//MI58//7668 4F新書版

210.75//I57//4030

4F新書版

五百旗頭 真（毎日）

216.2//N83//2275

3F開架新体系

井波 律子(毎日）
中島 京子(毎日）

220.6//Y32//9279

3F開架新体系 奈良岡 聰智(讀賣）

231//H33//7501

3F開架新体系 納富 信留(讀賣）

233.05//C84//6158 3F開架新体系 柄谷 行人(朝日）
238.05//U76//0006 3F開架新体系 三浦 雅士(毎日）
238.07//I32//6538

4F新書版

沼野 充義（毎日）

238.07//SH54//329
3F開架新体系 齋藤 純一(朝日）
8
281.04//MO45//957
3F開架新体系 立野 純二(朝日）
0
289//B68//0521

3F開架新体系 佐伯 一麦(朝日）

289//KA34//9302

3F開架新体系 若島 正(毎日）

289//O71//8058

3F開架新体系

311.1//I57//0198

4F開架新体系 齋藤 純一(朝日）

保阪 正康(朝日）
市田 隆(朝日）

311.21//KA69//027
4F開架新体系 山崎 正和（毎日）
8
312.1//TA94//2905 4F開架新体系 奈良岡 聰智(讀賣）
312.22//A46//3034
4F開架新体系 三浦 瑠璃(讀賣）
//西田蔵書
312.4416//SA92//4
4F開架新体系 中島 京子(毎日）
162
312.9//N39//6255

4F開架新体系 松原 隆一郎(毎日）

書誌事項等
自民党 : 「一強」の実像 / 中北浩爾著. -- 中央公論新社, 2017.4. -- (中公新
書 ; 2428).
私にはいなかった祖父母の歴史 : ある調査 / イヴァン・ジャブロンカ著 ; 田所
光男訳. -- 名古屋大学出版会, 2017.8.
中国政治からみた日中関係 / 国分良成著. -- 岩波書店, 2017.4. -- (岩波現
代全書 ; 101).
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).
偽装の被爆国 : 核を捨てられない日本 / 太田昌克著. -- 岩波書店, 2017.9.
憲法の尊厳 : 奥平憲法学の継承と展開 / 樋口陽一, 中島徹, 長谷部恭男編.
-- 日本評論社, 2017.5.
憲法改正とは何だろうか / 高見勝利著. -- 岩波書店, 2017.2. -- (岩波新書 ;
新赤版 1645).
カンボジアPKO日記 : 1991年12月〜1993年9月 / 明石康著. -- 岩波書店,
2017.11.
かくて行動経済学は生まれり / マイケル・ルイス著 ; 渡会圭子訳. -- 文芸春
秋, 2017.7.
経済成長という呪い : 欲望と進歩の人類史 / ダニエル・コーエン著 ; 林昌宏
訳. -- 東洋経済新報社, 2017.9.
データ分析の力 : 因果関係に迫る思考法 / 伊藤公一朗著. -- 光文社,
2017.4. -- (光文社新書 ; 878).
経済成長の日本史 : 古代から近世の超長期GDP推計730-1874 / 高島正憲
著. -- 名古屋大学出版会, 2017.11.
最後の資本主義 / ロバート・B・ライシュ著 ; 雨宮寛, 今井章子訳. -- 東洋経
済新報社, 2016.12.
人口減少時代の土地問題 : 「所有者不明化」と相続、空き家、制度のゆくえ /
吉原祥子著. -- 中央公論新社, 2017.7. -- (中公新書 ; 2446).
財政と民主主義 : ポピュリズムは債務危機への道か / 加藤創太, 小林慶一郎
編著. -- 日本経済新聞出版社, 2017.3.
ダーティ・シークレット : タックス・ヘイブンが経済を破壊する / リチャード・マー
フィー著 ; 鬼澤忍訳. -- 岩波書店, 2017.10.
日本の人事を科学する : 因果推論に基づくデータ活用 / 大湾秀雄著. -- 日
本経済新聞出版社, 2017.6.
深掘り進化論 / 宮沢章夫 [ほか] 著 ; NHK「ニッポン戦後サブカルチャー史」
制作班編著. -- NHK出版, 2017.4. -- (NHKニッポン戦後サブカルチャー史 /
宮沢章夫, NHK「ニッポン戦後サブカルチャー史」制作班編著).
われらの子ども : 米国における機会格差の拡大 / ロバート・D.パットナム著 ;
柴内康文訳. -- 創元社, 2017.3.
大航海時代の日本人奴隷 : アジア・新大陸・ヨーロッパ / ルシオ・デ・ソウザ,
岡美穂子著. -- 中央公論新社, 2017.4. -- (中公叢書).
ヒルビリー・エレジー : アメリカの繁栄から取り残された白人たち / J.D.ヴァン
ス著 : 関根光宏訳 : 山田文訳. -- 光文社, 2017.3.
教養としての社会保障 / 香取照幸著. -- 東洋経済新報社, 2017.6.
人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか / 玄田有史編. -- 慶應義塾大学
出版会, 2017.4.
男も女もみんなフェミニストでなきゃ / チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ著 ; く
ぼたのぞみ訳. -- 河出書房新社, 2017.4.
男らしさの創出 : 古代から啓蒙時代まで / G・ヴィガレロ編 ; 鷲見洋一監訳. - 藤原書店, 2016.12. -- (男らしさの歴史 / A・コルバン, J-J・クルティーヌ, G・
ヴィガレロ監修 ; 1).
男らしさの勝利 : 19世紀 / A.コルバン編 ; 小倉孝誠監訳 ; 寺田寅彦 [ほか]
訳. -- 藤原書店, 2017.4. -- (男らしさの歴史 / A・コルバン, J-J・クルティーヌ,
G・ヴィガレロ監修 ; 2).
男らしさの危機? : 20-21世紀 / J-J.クルティーヌ編 ; 岑村傑監訳 ; 芦川智一
[ほか] 訳. -- 藤原書店, 2017.9. -- (男らしさの歴史 / A・コルバン, J-J・クル
ティーヌ, G・ヴィガレロ監修 ; 3).
人質の経済学 / ロレッタ・ナポリオーニ著 ; 村井章子訳. -- 文藝春秋,
2016.12.
リスクと生きる、死者と生きる / 石戸諭著. -- 亜紀書房, 2017.9.
「なんとかする」子どもの貧困 / 湯浅誠 [著]. -- KADOKAWA, 2017.9. -- (角
川新書 ; [K-158]).
子どもたちの階級闘争 : ブロークン・ブリテンの無料託児所から / ブレイディ
みかこ [著]. -- みすず書房, 2017.4.
「大学改革」という病 : 学問の自由・財政基盤・競争主義から検証する / 山口
裕之著. -- 明石書店, 2017.7.
ニュースクール : 二〇世紀アメリカのしなやかな反骨者たち = New school :
the unyielding intellectuals in the twentieth-century America / 紀平英作著.
-- 岩波書店, 2017.8.
殺生と戦争の民俗学 : 柳田國男と千葉徳爾 / 大塚英志著. -- KADOKAWA,
2017.3. -- (角川選書 ; 582).
現代フランスを生きるジプシー : 旅に住まうマヌーシュと共同性の人類学 / 左
地亮子著. -- 世界思想社, 2017.2.
軍法会議のない「軍隊」 : 自衛隊に軍法会議は不要か / 霞信彦著. -- 慶應
義塾大学出版会, 2017.8.
原典ルネサンス自然学 / 池上俊一監修 ; 上. -- 名古屋大学出版会, 2017.8.
原典ルネサンス自然学 / 池上俊一監修 ; 下. -- 名古屋大学出版会, 2017.8.

請求記号

配架場所

書評委員（紙名）

315.1//N34//8247

4F新書版

中島 岳志（毎日）

316.88//J11//1128 4F開架新体系 岩間 陽子(毎日）
319.2201//KO45//8
4F開架新体系 張 競（毎日）
770
319.3//E59//4721

4F新書版

山崎 正和（毎日）

319.8//O81//2564

4F開架新体系 齋藤 純一(朝日）

323.01//H56//9614 4F開架新体系 加藤 陽子（毎日）
323.149//TA43//71
4F新書版
11//西田蔵書

立野 純二(朝日）

329.5//A32//4018

4F開架新体系 五百旗頭 真（毎日）

331//L59//1404

4F開架新体系 加藤 出(朝日）

331.19//C83//2297 4F開架新体系 磯田 道史（毎日）
331.19//I89//8289

4F新書版

332.1//TA54//3584 4F開架新体系

大竹 文雄（毎日）
伊東 光晴（毎日）
岩間 陽子(毎日）

332.53//R25//6778
4F開架新体系 諸富 徹(朝日）
//西田蔵書
334.6//Y87//0674

4F新書版

諸富 徹(朝日）

343//KA86//9280

4F開架新体系 加藤 出(朝日）

345.1//MU78//3363 4F開架新体系 諸富 徹(朝日）
336.4//O93//0226

4F開架新体系 大竹 文雄（毎日）

361.5//MI89//0538 4F開架新体系 細野 晴臣(朝日）
361.8//P98//8348

4F開架新体系

出口 治明(讀賣）
中沢 孝夫(日経）

361.8//SO84//8698 4F開架新体系 旦 敬介(讀賣）
361.85//V27//7546 4F開架新体系 立野 純二(朝日）
364//KA86//9648

4F開架新体系 出口 治明(讀賣）

366.4//G34//8281

4F開架新体系 大竹 文雄（毎日）

367.1//A16//0290

4F開架新体系 旦 敬介(讀賣）

367.5//O86//5874

4F開架新体系 鹿島 茂（毎日）

367.5//O86//8046

4F開架新体系 鹿島 茂（毎日）

367.5//O86//2265

4F開架新体系 鹿島 茂（毎日）

368.6//N49//7240/
4F開架新体系 柳川 範之(讀賣）
/西田蔵書
369.31//I72//3465/
4F開架新体系 稲泉 連(讀賣）
/西田蔵書
369.4//Y96//2344

4F新書版

藻谷 浩介（毎日）

369.42//B71//8728 4F開架新体系 伊東 光晴（毎日）
377.1//Y24//1440

4F開架新体系 海部 宣男（毎日）

377.28//KI17//2150 4F開架新体系 伊東 光晴（毎日）
380.1//O88//8070

4F開架新体系 柄谷 行人(朝日）

382.35//SA12//340
4F開架新体系 鹿島 茂（毎日）
8
393.3//KA79//1468 4F開架新体系 保阪 正康(朝日）
402.3//G34//1452
402.3//G34//1453

3F開架新体系 村上 陽一郎(毎日）
3F開架新体系 村上 陽一郎(毎日）

書誌事項等
美しすぎる「数」の世界 : 「金子みすゞの詩」で語る数論 / 清水健一著. -- 講
談社, 2017.10. -- (ブルーバックス ; B-2036).
セレンゲティ・ルール : 生命はいかに調節されるか / ショーン・B.キャロル著 ;
高橋洋訳. -- 紀伊國屋書店, 2017.6.
貝と文明 : 螺旋の科学、新薬開発から足糸で織った絹の話まで / ヘレン・ス
ケールズ著 ; 林裕美子訳. -- 築地書館, 2016.11.
歌うカタツムリ : 進化とらせんの物語 / 千葉聡. -- 岩波書店, 2017.6. -- (岩波
科学ライブラリー ; 262).
ファーブル昆虫記 : 完訳 / ジャン=アンリ・ファーブル著 ; 奥本大三郎訳 ; 第1
巻上 - 第10巻下. -- 集英社, 2005.11-2017.5.
ファーブル昆虫記 : 完訳 / ジャン=アンリ・ファーブル著 ; 奥本大三郎訳 ; 第1
巻上 - 第10巻下. -- 集英社, 2005.11-2017.5.
ファーブル昆虫記 : 完訳 / ジャン=アンリ・ファーブル著 ; 奥本大三郎訳 ; 第1
巻上 - 第10巻下. -- 集英社, 2005.11-2017.5.
ファーブル昆虫記 : 完訳 / ジャン=アンリ・ファーブル著 ; 奥本大三郎訳 ; 第1
巻上 - 第10巻下. -- 集英社, 2005.11-2017.5.
ファーブル昆虫記 : 完訳 / ジャン=アンリ・ファーブル著 ; 奥本大三郎訳 ; 第1
巻上 - 第10巻下. -- 集英社, 2005.11-2017.5.
ファーブル昆虫記 : 完訳 / ジャン=アンリ・ファーブル著 ; 奥本大三郎訳 ; 第1
巻上 - 第10巻下. -- 集英社, 2005.11-2017.5.
ファーブル昆虫記 : 完訳 / ジャン=アンリ・ファーブル著 ; 奥本大三郎訳 ; 第1
巻上 - 第10巻下. -- 集英社, 2005.11-2017.5.
ファーブル昆虫記 : 完訳 / ジャン=アンリ・ファーブル著 ; 奥本大三郎訳 ; 第1
巻上 - 第10巻下. -- 集英社, 2005.11-2017.5.
ファーブル昆虫記 : 完訳 / ジャン=アンリ・ファーブル著 ; 奥本大三郎訳 ; 第1
巻上 - 第10巻下. -- 集英社, 2005.11-2017.5.
ファーブル昆虫記 : 完訳 / ジャン=アンリ・ファーブル著 ; 奥本大三郎訳 ; 第1
巻上 - 第10巻下. -- 集英社, 2005.11-2017.5.
ファーブル昆虫記 : 完訳 / ジャン=アンリ・ファーブル著 ; 奥本大三郎訳 ; 第1
巻上 - 第10巻下. -- 集英社, 2005.11-2017.5.
ファーブル昆虫記 : 完訳 / ジャン=アンリ・ファーブル著 ; 奥本大三郎訳 ; 第1
巻上 - 第10巻下. -- 集英社, 2005.11-2017.5.
ファーブル昆虫記 : 完訳 / ジャン=アンリ・ファーブル著 ; 奥本大三郎訳 ; 第1
巻上 - 第10巻下. -- 集英社, 2005.11-2017.5.
ファーブル昆虫記 : 完訳 / ジャン=アンリ・ファーブル著 ; 奥本大三郎訳 ; 第1
巻上 - 第10巻下. -- 集英社, 2005.11-2017.5.
ファーブル昆虫記 : 完訳 / ジャン=アンリ・ファーブル著 ; 奥本大三郎訳 ; 第1
巻上 - 第10巻下. -- 集英社, 2005.11-2017.5.
ファーブル昆虫記 : 完訳 / ジャン=アンリ・ファーブル著 ; 奥本大三郎訳 ; 第1
巻上 - 第10巻下. -- 集英社, 2005.11-2017.5.
ファーブル昆虫記 : 完訳 / ジャン=アンリ・ファーブル著 ; 奥本大三郎訳 ; 第1
巻上 - 第10巻下. -- 集英社, 2005.11-2017.5.
ファーブル昆虫記 : 完訳 / ジャン=アンリ・ファーブル著 ; 奥本大三郎訳 ; 第1
巻上 - 第10巻下. -- 集英社, 2005.11-2017.5.
ファーブル昆虫記 : 完訳 / ジャン=アンリ・ファーブル著 ; 奥本大三郎訳 ; 第1
巻上 - 第10巻下. -- 集英社, 2005.11-2017.5.
ファーブル昆虫記 : 完訳 / ジャン=アンリ・ファーブル著 ; 奥本大三郎訳 ; 第1
巻上 - 第10巻下. -- 集英社, 2005.11-2017.5.
ガレノス : 西洋医学を支配したローマ帝国の医師 / スーザン・P・マターン著 ;
澤井直訳. -- 白水社, 2017.11.
「医心方」事始 : 日本最古の医学全書 / 槇佐知子著. -- 藤原書店, 2017.6.
ルポ希望の人びと : ここまできた認知症の当事者発信 / 生井久美子著. -朝日新聞出版, 2017.2. -- (朝日選書 ; 955).
ウォークス : 歩くことの精神史 / レベッカ・ソルニット著 ; 東辻賢治郎訳. -- 左
右社, 2017.7.
2050年の技術 : 英『エコノミスト』誌は予測する / 英『エコノミスト』編集部著 ;
土方奈美訳. -- 文藝春秋, 2017.4.
時がつくる建築 : リノベーションの西洋建築史 / 加藤耕一著. -- 東京大学出
版会, 2017.4.
戦争がつくった現代の食卓 : 軍と加工食品の知られざる関係 / アナスタシア・
マークス・デ・サルセド著 ; 田沢恭子訳. -- 白揚社, 2017.7.
Ametora : 日本がアメリカンスタイルを救った物語 : 日本人はどのようにメンズ
ファッション文化を創造したのか? / デーヴィッド・マークス著 ; 奥田祐士訳. -DU BOOKS.
Shoe dog : 靴にすべてを。 / フィル・ナイト著 ; 大田黒奉之訳. -- 東洋経済新
報社, 2017.11.
地方都市の覚醒 : 大正昭和戦前史 : 博覧会篇 / 山路勝彦著. -- 関西学院
大学出版会, 2017.2.
戦争と農業 / 藤原辰史著. -- 集英社インターナショナル, 2017.10. -- (イン
ターナショナル新書 ; 015).
トラクターの世界史 : 人類の歴史を変えた「鉄の馬」たち / 藤原辰史著. -- 中
央公論新社, 2017.9. -- (中公新書 ; 2451).
鯨を生きる : 鯨人の個人史・鯨食の同時代史 / 赤嶺淳著. -- 吉川弘文館,
2017.3. -- (歴史文化ライブラリー ; 445).

請求記号

配架場所

書評委員（紙名）

412//SH49//2948

4F新書版

竹内 薫（日経）

468//C22//0242

3F開架新体系 山室 恭子(朝日）

484//SC1//6756//
3F開架新体系 塚谷 裕一(讀賣）
西田蔵書
484.6//C42//9481

3F開架新体系 塚谷 裕一(讀賣）

486//F11//6442

3F開架新体系

486//F11//6443

3F開架新体系

486//F11//7348

3F開架新体系

486//F11//7349

3F開架新体系

486//F11//7365

3F開架新体系

486//F11//7350

3F開架新体系

486//F11//3775

3F開架新体系

486//F11//3776

3F開架新体系

486//F11//3777

3F開架新体系

486//F11//3778

3F開架新体系

486//F11//5882

3F開架新体系

486//F11//0277

3F開架新体系

486//F11//0278

3F開架新体系

486//F11//9979

3F開架新体系

486//F11//9980

3F開架新体系

486//F11//9656

3F開架新体系

486//F11//1795

3F開架新体系

486//F11//3515

3F開架新体系

486//F11//1874

3F開架新体系

486//F11//9577

3F開架新体系

山崎
養老
山崎
養老
山崎
養老
山崎
養老
山崎
養老
山崎
養老
山崎
養老
山崎
養老
山崎
養老
山崎
養老
山崎
養老
山崎
養老
山崎
養老
山崎
養老
山崎
養老
山崎
養老
山崎
養老
山崎
養老
山崎
養老
山崎
養老

正和（毎日）
孟司（毎日）
正和（毎日）
孟司（毎日）
正和（毎日）
孟司（毎日）
正和（毎日）
孟司（毎日）
正和（毎日）
孟司（毎日）
正和（毎日）
孟司（毎日）
正和（毎日）
孟司（毎日）
正和（毎日）
孟司（毎日）
正和（毎日）
孟司（毎日）
正和（毎日）
孟司（毎日）
正和（毎日）
孟司（毎日）
正和（毎日）
孟司（毎日）
正和（毎日）
孟司（毎日）
正和（毎日）
孟司（毎日）
正和（毎日）
孟司（毎日）
正和（毎日）
孟司（毎日）
正和（毎日）
孟司（毎日）
正和（毎日）
孟司（毎日）
正和（毎日）
孟司（毎日）
正和（毎日）
孟司（毎日）

490.23//MA94//410
3F開架新体系 本村 凌二(毎日）
8//西田蔵書
490.9//MA34//0555 3F開架新体系 中村 桂子(毎日）
493.75//I38//6877

3F開架新体系 橋本 五郎(讀賣）

498.35//SO34//144
3F開架新体系 鴻巣 友季子(毎日）
3
504//E19//8810

3F開架新体系 磯田 道史（毎日）

523//KA86//8764

3F開架新体系 松原 隆一郎(毎日）

588.0253//MA59//2
3F開架新体系 内田 麻理香（毎日）
667//西田蔵書
589.2//MA59//2677
3F開架新体系 速水 健朗(日経）
//西田蔵書
589.75//KN3//4120
3F開架新体系 中沢 孝夫(日経）
//西田蔵書
606.91//Y26//7493 4F開架新体系 安藤 宏(讀賣）
610.12//F56//2811 4F新書版

内田 麻理香（毎日）

614.8//F56//2393

4F新書版

よみうり堂店主(讀賣）

664.9//A31//6906

4F開架新体系 山室 恭子(朝日）

昭和解体 : 国鉄分割・民営化30年目の真実 / 牧久著. -- 講談社, 2017.3.

686.32//MA34//956
4F開架新体系 保阪 正康(朝日）
6

日航123便墜落の新事実 : 目撃証言から真相に迫る / 青山透子著. -- 河出
書房新社, 2017.7.

687.7//A58//2817

4F開架新体系 椹木 野衣(朝日）

書誌事項等
請求記号
サザビーズで朝食を : 競売人(オークショニア)が明かす美とお金の物語 / フィ 706.7//H85//7129/
リップ・フック著 ; 中山 ゆかり訳. -- フィルムアート社, 2016.12.
/西田蔵書
時代を「写した」男ナダール : 1820-1910 / 石井洋二郎著. -- 藤原書店,
740.235//I75//3636
2017.11.
塑する思考 / 佐藤卓著. -- 新潮社, 2017.7.
757//SA85//2502
757//SA85//4066/
新しい分かり方 / 佐藤雅彦著. -- 中央公論新社, 2017.9.
/西田蔵書
757.04//SA85//084
無くならない : アートとデザインの間 / 佐藤直樹著. -- 晶文社, 2017.5.
6
歌舞伎とはいかなる演劇か / 武井協三著. -- 八木書店古書出版部.
774.2//TA62//1402
セルティック・ファンダム : グラスゴーにおけるサッカー文化と人種 / 小笠原博
783.47//O22//3981
毅著. -- せりか書房, 2017.6.
テトリス・エフェクト : 世界を惑わせたゲーム / ダン・アッカーマン著 ; 小林啓倫
798.5//A15//3386
訳. -- 白揚社, 2017.10.
世界文学大図鑑 / ジェイムズ・キャントンほか著 ; 越前敏弥訳. -- 三省堂,
902//C15//9530
[2017.5].
新しい小説のために / 佐々木敦著. -- 講談社, 2017.10.
901.3//SA75//3291
小説のしくみ : 近代文学の「語り」と物語分析 / 菅原克也著. -- 東京大学出 910.26//SU28//027
版会, 2017.4.
5
910.268//KA63//41
坂口安吾論 / 柄谷行人著. -- インスクリプト, 2017.10.
01//西田蔵書
910.268//KA95//08
老いの荷風 / 川本三郎著. -- 白水社, 2017.6.
12
910.268//N37//169
石川啄木論 / 中村稔著. -- 青土社, 2017.5.
9
910.268//SA32//82
小林秀雄と河上徹太郎 / 坂本忠雄著. -- 慶應義塾大学出版会, 2017.4.
80
中原中也 : 沈黙の音楽 / 佐々木幹郎著. -- 岩波書店, 2017.8. -- (岩波新書 911.52//SA75//226
; 新赤版 1673).
4
詩人なんて呼ばれて / 谷川俊太郎語り手・詩 ; 尾崎真理子聞き手・文. -- 新 911.52//TA88//407
潮社, 2017.10. /
0//西田蔵書
枕草子のたくらみ : 「春はあけぼの」に秘められた思い / 山本淳子著. -- 朝
914.3//Y31//7687
日新聞出版, 2017.4. -- (朝日選書 ; 957).
敗者の想像力 / 加藤典洋著. -- 集英社, 2017.5. -- (集英社新書 ; 0882B).
914.6//KA86//0551
平家物語 / 古川日出男訳. -- 河出書房新社, 2016.12. -- (日本文学全集 / 918//N71//5788//
池澤夏樹編 ; 09).
西田蔵書
アガサ・クリスティーの大英帝国 : 名作ミステリと「観光」の時代 / 東秀紀著. - 930.278//A99//932
- 筑摩書房, 2017.5. -- (筑摩選書 ; 0144).
1
世界と僕のあいだに / タナハシ・コーツ著 ; 池田年穂訳. -- 慶應義塾大学出
936//C81//9303
版会, 2017.2.
プレヴェール詩集 / [プレヴェール著] ; 小笠原豊樹訳. -- 岩波書店, 2017.8. 951.7//P92//1345
- (岩波文庫 ; 赤N(37)-517-1).
改訂を重ねる『ゴドーを待ちながら』 : 演出家としてのベケット / 堀真理子著. 952.7//H87//4182
- 藤原書店, 2017.9.
動物奇譚集 / アイリアノス [著] ; 中務哲郎訳 ; 1, 2. -- 京都大学学術出版会,
991//A17//8745
2017.5-2017.6. -- (西洋古典叢書).
動物奇譚集 / アイリアノス [著] ; 中務哲郎訳 ; 1, 2. -- 京都大学学術出版会,
991//A17//9672
2017.5-2017.6. -- (西洋古典叢書).

配架場所

書評委員（紙名）

3F開架新体系 加藤 出(朝日）
3F開架新体系 本村 凌二(毎日）
3F開架新体系 養老 孟司（毎日）
3F開架新体系 竹内 薫（日経）
3F開架新体系 野矢 茂樹(朝日）
3F開架新体系 渡辺 保（毎日）
3F開架新体系 陣野 俊史(日経)
3F開架新体系 椹木 野衣(朝日）
3F開架新体系 中島 京子(毎日）
3F開架新体系 鴻巣 友季子(毎日）
3F開架新体系 張 競（毎日）
3F開架新体系 佐藤 優（毎日）
3F開架新体系 持田 叙子（毎日）
3F開架新体系 小島 ゆかり(毎日）
3F開架新体系 渡辺 保（毎日）
4F新書版

張 競（毎日）

池澤 夏樹（毎日）
湯川 豊（毎日）
サンキュータツオ(朝
3F開架新体系
日）
4F新書版
養老 孟司（毎日）
3F開架新体系

3F開架新体系 松原 隆一郎(毎日）
3F開架新体系 速水 健朗(日経）
3F開架新体系

朝井 リョウ(讀賣）
旦 敬介(讀賣）

3F文庫版

堀江 敏幸（毎日）

3F開架新体系 渡辺 保（毎日）
3F開架新体系 宮田 珠己(朝日）
3F開架新体系 宮田 珠己(朝日）

