この一年の受賞作

展示期間：2/19-3/27

2017年3月から2018年2月にかけて発表された受賞図書を展 【受賞作情報】
・2017年エコノミストが選ぶ経済図書ベスト10 ：日本経済新聞2017年12月30日
示します。
朝刊より
経済雑誌『エコノミスト』『ダイヤモンド』のランキングを中心に、 ・週刊ダイヤモンド「ベスト経済書」2017 ：週刊ダイヤモンド2017.12.302017.01.06より
図書を幅広く揃えました。
・紀伊国屋じんぶん大賞2018
その他、多数の賞

書誌事項等

請求記号

配架場所

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.
占領下の児童出版物とGHQの検閲 : ゴードンW.プランゲ文庫に探る / 谷暎子著. -共同文化社, 2016.6.
編集者の誕生と変遷 : プロフェッションとしての編集者論 / 文嬿珠著. -- 出版メディア
パル, 2016.5.
「働く青年」と教養の戦後史 : 「人生雑誌」と読者のゆくえ / 福間良明著. -- 筑摩書房,
2017.2. -- (筑摩選書 ; 0141).
観光客の哲学 / 東浩紀著・編集. -- ゲンロン, 2017.4. -- (ゲンロン = Genron ; 0).
学生を戦地へ送るには : 田辺元「悪魔の京大講義」を読む / 佐藤優著. -- 新潮社,
2017.7.
福岡伸一、西田哲学を読む : 生命をめぐる思索の旅 : 動的平衡と絶対矛盾的自己同
一 / 池田善昭, 福岡伸一著. -- 明石書店, 2017.7.
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. -- (シ
リーズケアをひらく).
崇高の修辞学 / 星野太著. -- 月曜社, 2017.2. -- (古典転生 ; 12).

002//C42//8796

3F開架新体系 紀伊國屋じんぶん大賞 6位

019.5//TA87//9745

3F開架新体系 第38回日本出版学会賞

メタ倫理学入門 : 道徳のそもそもを考える / 佐藤岳詩著. -- 勁草書房, 2017.8.
やり抜く力 : 人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける / アンジェラ・
ダックワース著 ; 神崎朗子訳. -- ダイヤモンド社, 2016.9.

受賞内容

021.43//MU32//9750 3F開架新体系 第38回日本出版学会奨励賞
051.3//F77//7389

3F開架新体系 第39回サントリー学芸賞(社会・風俗)

051.3//G34//8312
3F開架新体系 紀伊國屋じんぶん大賞 2位
121.6//SA85//3010/
3F開架新体系 紀伊國屋じんぶん大賞 20位
/西田蔵書
121.63//I32//2203

3F開架新体系 紀伊國屋じんぶん大賞 8位

130//KO45//8297

3F開架新体系 紀伊國屋じんぶん大賞 1位

131.9//H92//4524

3F開架新体系 紀伊國屋じんぶん大賞 12位

150//SA85//2273

3F開架新体系 紀伊國屋じんぶん大賞 29位

159//D93//4585

3F開架新体系 2017年度ビジネス書大賞読者賞

Life Shift (ライフシフト) : 100年時代の人生戦略 / リンダ・グラットン, アンドリュー・ス
コット著 ; 池村千秋訳. -- 東洋経済新報社, 2016.11.
日韓交流と高麗版大蔵経 / 馬場久幸著. -- 法藏館, 2016.2.

159//G78//5525//西
3F開架新体系 2017年度ビジネス書大賞準大賞
田蔵書
183.02//B12//0298 3F開架新体系 第38回日本出版学会賞奨励賞
188.692//KU61//713
死してなお踊れ : 一遍上人伝 / 栗原康著. -- 河出書房新社, 2017.1.
3F開架新体系 紀伊國屋じんぶん大賞 15位
9//西田蔵書
負債論 : 貨幣と暴力の5000年 / デヴィッド・グレーバー著 ; 高祖岩三郎, 佐々木夏子
週刊ダイヤモンド「ベスト経済書」2017
209//G75//5943
3F開架新体系
訳. -- 以文社, 2016.11.
4位
サピエンス全史 : 文明の構造と人類の幸福 / ユヴァル・ノア・ハラリ著 ; 柴田裕之訳 ;
209//H32//3982
3F開架新体系 2017年度ビジネス書大賞
上, 下. -- 河出書房新社, 2016.9.
サピエンス全史 : 文明の構造と人類の幸福 / ユヴァル・ノア・ハラリ著 ; 柴田裕之訳 ;
209//H32//3983
3F開架新体系 2017年度ビジネス書大賞
上, 下. -- 河出書房新社, 2016.9.
イノベーターたちの日本史 : 近代日本の創造的対応 / 米倉誠一郎著. -- 東洋経済
週刊ダイヤモンド「ベスト経済書」2017
210.6//Y83//9270
3F開架新体系
新報社, 2017.5.
5位
ナチの子どもたち : 第三帝国指導者の父のもとに生まれて / タニア・クラスニアンス
283.4//C91//2588
3F開架新体系 紀伊國屋じんぶん大賞 23位
キ著 ; 吉田春美訳. -- 原書房, 2017.9.
辰野金吾 : 美術は建築に応用されざるべからず / 河上眞理, 清水重敦著. -- ミネル
289//KA94//1990
ヴァ書房, 2015.3. -- (ミネルヴァ日本評伝選).
小倉昌男祈りと経営 : ヤマト「宅急便の父」が闘っていたもの / 森健著. -- 小学館,
2016.1.

289//MO45//8853

Mr.トルネード : 藤田哲也 世界の空を救った男 / 佐々木健一著. -- 文藝春秋, 2017.6. 289//SA75//0833
親鸞と日本主義 / 中島岳志著. -- 新潮社, 2017.8. -- (新潮選書).
全国政治の始動 : 帝国議会開設後の明治国家 / 前田亮介著. -- 東京大学出版会,
2016.5.
分裂と統合の日本政治 : 統治機構改革と政党システムの変容 = Party system
institutionalization in Japan : between fragmentation and integration / 砂原庸介著. - 千倉書房, 2017.7.
黙殺 : 報じられない"無頼系独立候補"たちの戦い / 畠山理仁著. -- 集英社,
2017.11.
フランス再興と国際秩序の構想 : 第二次世界大戦期の政治と外交 / 宮下雄一郎著.
-- 勁草書房, 2016.4.
戸籍と無戸籍 : 「日本人」の輪郭 / 遠藤正敬著. -- 人文書院, 2017.5.

3F開架新体系 2017年日本建築学会著作賞
大宅壮一メモリアル日本ノンフィクショ
3F開架新体系 ン大賞2017年度ビジネス書大賞審査
員特別賞
3F開架新体系 科学ジャーナリスト賞2017

311.3//N34//2282

4F開架新体系 紀伊國屋じんぶん大賞 26位

312.1//MA26//1809

4F開架新体系 第39回サントリー学芸賞(思想・歴史)

312.1//SU73//0641

4F開架新体系 第17回大沸次郎論壇賞

314.8//H41//4048

4F開架新体系 第十五回開高健ノンフィクション賞

319.35//MI83//0826

4F開架新体系 第39回サントリー学芸賞(政治・経済)

324.87//E59//9635

4F開架新体系 第39回サントリー学芸賞(社会・風俗)

死刑 : その哲学的考察 / 萱野稔人著. -- 筑摩書房, 2017.10. -- (ちくま新書 ; 1281). 326.41//KA98//2794 4F新書版
裁判の非情と人情 / 原田國男著. -- 岩波書店, 2017.2. -- (岩波新書 ; 新赤版
327//H32//7112//西
4F新書版
1646).
田蔵書

紀伊國屋じんぶん大賞 11位
第65回日本エッセイスト・クラブ賞

2017年エコノミストが選ぶ経済図書ベ
スト10 6位
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
331.19//I89//8289
4F新書版
週刊ダイヤモンド「ベスト経済書」2017
文社新書 ; 878).
2位
第39回サントリー学芸賞(政治・経済)
2017年エコノミストが選ぶ経済図書ベ
「原因と結果」の経済学 : データから真実を見抜く思考法 / 中室牧子, 津川友介著. スト10 8位
331.19//N37//7343 4F開架新体系
- ダイヤモンド社, 2017.2.
週刊ダイヤモンド「ベスト経済書」2017
1位
331.19//SC2//5799/
週刊ダイヤモンド「ベスト経済書」2017
ミクロ動機とマクロ行動 / トーマス・シェリング著 ; 村井章子訳. -- 勁草書房, 2016.11.
4F開架新体系
/西田蔵書
19位
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,
週刊ダイヤモンド「ベスト経済書」2017
331//L59//1404
4F開架新体系
2017.7.
8位
「公益」資本主義 : 英米型資本主義の終焉 / 原丈人著. -- 文藝春秋, 2017.3. -- (文
週刊ダイヤモンド「ベスト経済書」2017
332.06//H31//8814 4F新書版
春新書 ; 1104).
14位

請求記号
配架場所
書誌事項等
ポストキャピタリズム : 資本主義以後の世界 / ポール・メイソン著 ; 佐々とも訳. -- 東
332.06//MA64//2624 4F開架新体系
洋経済新報社, 2017.10.
偽りの経済政策 : 格差と停滞のアベノミクス / 服部茂幸著. -- 岩波書店, 2017.5. -332.107//H44//9010 4F新書版
(岩波新書 ; 新赤版 1661).
現代アメリカ経済史 : 「問題大国」の出現 / 谷口明丈, 須藤功編. -- 有斐閣, 2017.5.

受賞内容
週刊ダイヤモンド「ベスト経済書」2017
10位
週刊ダイヤモンド「ベスト経済書」2017
6位
週刊ダイヤモンド「ベスト経済書」2017
332.53//TA87//9626 4F開架新体系
17位

スティグリッツのラーニング・ソサイエティ : 生産性を上昇させる社会 / ジョセフ・E・ス
ティグリッツ, ブルース・C・グリーンウォルド著 ; 岩本千晴訳. -- 東洋経済新報社,
2017.9.

333//ST6//3690

未来の年表 : 人口減少日本でこれから起きること / 河合雅司著. -- 講談社, 2017.6.
-- (講談社現代新書 ; 2431).

334.31//KA93//9962 4F新書版

あの会社はこうして潰れた / 藤森徹著. -- 日本経済新聞出版社, 2017.4. -- (日経プ
レミアシリーズ ; 337).
衰退の法則 : 日本企業を蝕むサイレントキラーの正体 / 小城武彦著. -- 東洋経済新
報社, 2017.6.
ゼロからの経営戦略 / 沼上幹著. -- ミネルヴァ書房, 2016.12. -- (シリーズ・ケースで
読み解く経営学 ; 1).
人事と組織の経済学 / エドワード・P・ラジアー, マイケル・ギブス著 ; 成松恭多, 杉本
卓哉, 藤波由剛訳 ; 実践編. -- 日本経済新聞出版社, 2017.4.

4F開架新体系

335.21//F62//4521

4F新書版

335.21//O25//1715

4F開架新体系

336.1//N99//6684

4F開架新体系

336.4//L45//9262

4F開架新体系

現金の呪い : 紙幣をいつ廃止するか? / ケネス・S.ロゴフ著 ; 村井章子訳. -- 日経BP
337.1//R62//9278
社.

4F開架新体系

錬金術の終わり : 貨幣、銀行、世界経済の未来 / マーヴィン・キング著 ; 遠藤真美訳.
338.01//KI43//0811
-- 日本経済新聞出版社, 2017.5.

4F開架新体系

金利と経済 : 高まるリスクと残された処方箋 / 翁邦雄著. -- ダイヤモンド社, 2017.2.

4F開架新体系

338.12//O52//9305

債務、さもなくば悪魔 : ヘリコプターマネーは世界を救うか? / アデア・ターナー著 ; 高
338.9//TU7//7537
遠裕子訳. -- 日経BP社.
金融に未来はあるか : ウォール街、シティが認めたくなかった意外な真実 / ジョン・ケ
338//KA98//3136
イ著 ; 藪井真澄訳. -- ダイヤモンド社, 2017.6.
日本会議の研究 / 菅野完著. -- 扶桑社, 2016.5. -- (扶桑社新書 ; 212).

4F開架新体系
4F開架新体系

361.65//SU25//3048 4F新書版

現代日本ハウジング史 : 1914～2006 / 住田昌二著. -- ミネルヴァ書房, 2015.9.
365.31//SU65//5924 7F新体系
正規の世界・非正規の世界 : 現代日本労働経済学の基本問題 / 神林龍著. -- 慶應
366.21//KA32//3583 4F開架新体系
義塾大学出版会, 2017.11.
働き方の男女不平等 : 理論と実証分析 / 山口一男著. -- 日本経済新聞出版社,
2017.5.
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.
裸足で逃げる : 沖縄の夜の街の少女たち / 上間陽子著. -- 太田出版, 2017.2. -- (at
プラス叢書 ; 16).
定年後 : 50歳からの生き方、終わり方 / 楠木新著. -- 中央公論新社, 2017.4. -- (中
公新書 ; 2431).
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.
ハイン : 地の果ての祭典 : 南米フエゴ諸島先住民セルクナムの生と死 / アン・チャッ
プマン著 ; 大川豪司訳. -- 新評論, 2017.4.
行商列車 : 「カンカン部隊」を追いかけて / 山本志乃著. -- 創元社, 2015.12.
初詣の社会史 : 鉄道が生んだ娯楽とナショナリズム / 平山昇著. -- 東京大学出版
会, 2015.12.
うしろめたさの人類学 / 松村圭一郎著. -- ミシマ社, 2017.10.
科学報道の真相 : ジャーナリズムとマスメディア共同体 / 瀬川至朗著. -- 筑摩書房,
2017.1. -- (ちくま新書 ; 1231).
ゲノム編集の衝撃 : 「神の領域」に迫るテクノロジー / NHK「ゲノム編集」取材班著. -NHK出版, 2016.7.
バッタを倒しにアフリカへ / 前野ウルド浩太郎著. -- 光文社, 2017.5. -- (光文社新書
; 883).
ハンセン病療養所を生きる : 隔離壁を砦に / 有薗真代著. -- 世界思想社, 2017.5.
地域の力を引き出す企業 : グローバル・ニッチトップ企業が示す未来 / 細谷祐二著.
-- 筑摩書房, 2017.7. -- (ちくま新書 ; 1268).
建築ものづくり論 : Architecture as "Architecture" / 藤本隆宏 [ほか] 編. -- 有斐閣,
2015.7. -- (東京大学ものづくり経営研究シリーズ).
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.
木のヨーロッパ : 建築とまち歩きの事典 = Wooden Europe : field notes of its
architecture and townscapes / 太田邦夫著. -- 彰国社, 2015.11.
20世紀を築いた構造家たち / 小澤雄樹著. -- オーム社, 2014.2.
ローカル鉄道という希望 : 新しい地域再生、はじまる / 田中輝美著. -- 河出書房新
社, 2016.8.
文字を作る仕事 / 鳥海修著. -- 晶文社, 2016.7.
森卓也のコラム・クロニクル : 1979-2009 / 森卓也著 ; 和田尚久編. -- トランス
ビュー, 2016.4.
映画という《物体X》 : フィルム・アーカイブの眼で見た映画 / 岡田秀則著. -- 立東舎,
2016.9.
映像の境域 : アートフィルム/ワールドシネマ / 金子遊著. -- 森話社, 2017.6.

2017年エコノミストが選ぶ経済図書ベ
スト10 6位
週刊ダイヤモンド「ベスト経済書」2017
8位 2018新書大賞ベスト5 2位
紀伊國屋じんぶん大賞 16位
週刊ダイヤモンド「ベスト経済書」2017
13位
週刊ダイヤモンド「ベスト経済書」2017
11位
週刊ダイヤモンド「ベスト経済書」2017
7位
週刊ダイヤモンド「ベスト経済書」2017
11位
2017年エコノミストが選ぶ経済図書ベ
スト10 9位
週刊ダイヤモンド「ベスト経済書」2017
20位
2017年エコノミストが選ぶ経済図書ベ
スト10 第3位
週刊ダイヤモンド「ベスト経済書」2017
第15位
週刊ダイヤモンド「ベスト経済書」2017
3位
週刊ダイヤモンド「ベスト経済書」2017
15位
2017年エコノミストが選ぶ経済図書ベ
スト10 5位
大宅壮一メモリアル日本ノンフィクショ
ン大賞読者賞
2017年日本建築学会著作賞
2017年エコノミストが選ぶ経済図書ベ
スト10 第9位
週刊ダイヤモンド「ベスト経済書」2017
17位
2017年エコノミストが選ぶ経済図書ベ
スト10 2位
2017年エコノミストが選ぶ経済図書ベ
スト10 1位

366.38//Y24//9190

4F開架新体系

366.4//G34//8281

4F開架新体系

367.68//U41//8934

4F開架新体系 紀伊國屋じんぶん大賞 4位

367.7//KU93//8250

4F新書版

2018新書大賞ベスト5 5位

382.35//SA12//3408 3F開架新体系 第39回サントリー学芸賞(思想・歴史)
382.66//C33//4522

4F開架新体系 紀伊國屋じんぶん大賞 19位

384.37//Y31//8380

4F開架新体系 第42回交通図書賞(歴史)

387//H69//8092

4F開架新体系 第42回交通図書賞(歴史)

389//MA82//2680//
4F開架新体系 紀伊國屋じんぶん大賞 3位
西田蔵書
404//SE16//6184

4F新書版

467.25//N71//3153

3F開架新体系 科学ジャーナリスト賞2017

486.45//MA27//9161 4F新書版
498.6//A79//1109
509.21//H95//1726

科学ジャーナリスト賞2017

2018新書大賞ベスト5 1位

3F開架新体系 紀伊國屋じんぶん大賞 7位
週刊ダイヤモンド「ベスト経済書」2017
4F新書版
20位

520.4//F62//4634

3F開架新体系 2017年日本建築学会著作賞

523//KA86//8764

3F開架新体系 第39回サントリー学芸賞(芸術・文学)

523.3//O81//6589

3F開架新体系 2017年日本建築学会著作賞

524//O97//7543

3F開架新体系 2017年日本建築学会著作賞

686.21//TA84//5023 4F開架新体系 第42回交通図書賞奨励賞
727.8//TO67//3891

3F開架新体系 第65回日本エッセイスト・クラブ賞

770.4//MO45//9825

B3出納

2016年度「映画本大賞」ベスト10 7位

778//O38//6027//西
3F開架新体系 2016年度「映画本大賞」ベスト10 1位
田蔵書
778.04//KA53//3410 3F開架新体系 第39回サントリー学芸賞(芸術・文学)

請求記号
配架場所
書誌事項等
怪獣から読む戦後ポピュラー・カルチャー : 特撮映画・SFジャンル形成史 / 森下達著.
778.21//MO65//5944 3F開架新体系
-- 青弓社, 2016.10.
映画監督小林正樹 / 小笠原清, 梶山弘子編. -- 岩波書店, 2016.12.
778.21//O22//6170 3F開架新体系
778.21//Y81//6765//
署名はカリガリ : 大正時代の映画と前衛主義 / 四方田犬彦著. -- 新潮社, 2016.11.
3F開架新体系
西田蔵書
Never let me go / Kazuo Ishiguro. -- : pbk. -- Faber and Faber, 2006.
837.7//I73//5947
5F多読（上級）6
The remains of the day / Kazuo Ishiguro ; retold by Chris Rice. -- : [CD pack]. -837.7//I73//8544
5F多読（上級）6
Pearson Education, 2008. -- (Penguin readers ; level 6).
文学問題(F+f)+ / 山本貴光著. -- 幻戯書房, 2017.12.
901//Y31//4525
3F開架新体系

受賞内容
第41回日本児童文学学会奨励賞
2016年度「映画本大賞」ベスト10 5位
2016年度「映画本大賞」ベスト10 10位
ノーベル文学賞
ノーベル文学賞
紀伊國屋じんぶん大賞 5位

哲学の骨、詩の肉 / 野村喜和夫著. -- 思潮社, 2017.6.

901.1//N95//4523

3F開架新体系 紀伊國屋じんぶん大賞 24位

擬MODOKI : 「世」あるいは別様の可能性 / 松岡正剛著. -- 春秋社, 2017.9.
わたしたちが孤児だったころ / カズオ・イシグロ著 ; 入江真佐子訳. -- 早川書房,
2001.4.
充たされざる者 / カズオ・イシグロ著 ; 古賀林幸訳. -- 上, 下. -- 中央公論社,
1997.7.
充たされざる者 / カズオ・イシグロ著 ; 古賀林幸訳. -- 上, 下. -- 中央公論社,
1997.7.
五つの証言 / トーマス・マン, 渡辺一夫著. -- 中央公論新社, 2017.8. -- (中公文庫 ;
[マ-15-1]).

914.6//MA86//4519

3F開架新体系 紀伊國屋じんぶん大賞 14位

933.7//I73//4853

3F開架新体系 ノーベル文学賞

933.7//I73//7731

3F開架新体系 ノーベル文学賞

933.7//I73//7732

3F開架新体系 ノーベル文学賞

944.7//MA45//3028/
3F文庫版
/西田蔵書

紀伊國屋じんぶん大賞 21位

