展示期間：2019/2/19-3/26

話題の本で振り返る2018Years

【受賞作情報】
・2018年エコノミストが選ぶ経済図書ベスト10 ：日本経済新聞2018年12月30日 朝刊より
・週刊ダイヤモンド「ベスト経済書」2018 ： 週刊ダイヤモンド2018.12.29-2019.01.05新年合併号より
・紀伊国屋じんぶん大賞2019
その他、多数の賞
書誌事項等
配置場所
「死」とは何か : イェール大学で23年連続の人気講義 / シェリー・ケー
2F学生選書
ガン著 ; 柴田裕之訳. -- 文響社, 2018.10.

請求記号

受賞内容

114.2//KA16//1248

2019紀伊國屋じんぶん大賞15位

誰のために法は生まれた / 木庭顕著. -- 朝日出版社, 2018.7.

2F学生選書

320.4//KO11//9548

2019紀伊國屋じんぶん大賞1位

おクジラさま : ふたつの正義の物語 / 佐々木芽生著. -- 集英社,
2017.8.

2F学生選書

664.9//SA75//3907

科学ジャーナリスト賞2018

AI vs.教科書が読めない子どもたち / 新井紀子著. -- 東洋経済新報
3F開架新体系 007.13//A62//5438
社, 2018.2.
The four : GAFA (ガーファ) : 四騎士が創り変えた世界 / スコット・ギャ
3F開架新体系 007.35//G17//9374
ロウェイ著 ; 渡会圭子訳. -- 東洋経済新報社, 2018.8.

第66回日本エッセイスト・クラブ賞
2019紀伊國屋じんぶん大賞25位
2018年『ベスト経済書』14位
エコノミストが選ぶ経済図書7位

プラットフォームの経済学 : 機械は人と企業の未来をどう変える? / ア
ンドリュー・マカフィー, エリック・ブリニョルフソン著 ; 村井章子訳. -3F開架新体系 007.35//MA13//6905
日経BP社.

2018年『ベスト経済書』12位

人間の解剖はサルの解剖のための鍵である / 吉川浩満著. -- 河出
3F開架新体系 041//Y89//0260
書房新社, 2018.7.

2019紀伊國屋じんぶん大賞3位

意味がない無意味 / 千葉雅也著. -- 河出書房新社, 2018.10.

2019紀伊國屋じんぶん大賞14位

3F開架新体系 104//C42//0741

なぜ世界は存在しないのか / マルクス・ガブリエル著 ; 清水一浩訳. 3F開架新体系 134.3//G11//4823
- 講談社, 2018.1. -- (講談社選書メチエ ; 666).
絶望する勇気 : グローバル資本主義・原理主義・ポピュリズム / スラ
3F開架新体系 139.3//Z4//1844
ヴォイ・ジジェク著 ; 中山徹, 鈴木英明訳. -- 青土社, 2018.8.
不道徳お母さん講座 : 私たちはなぜ母性と自己犠牲に感動するのか
3F開架新体系 150.21//H89//1845
/ 堀越英美著. -- 河出書房新社, 2018.7.
超越と実存 : 「無常」をめぐる仏教史 / 南直哉著. -- 新潮社, 2018.1.

3F開架新体系 181.02//MI37//2151

2019紀伊國屋じんぶん大賞21位
2019紀伊國屋じんぶん大賞29位
2019紀伊國屋じんぶん大賞18位
2019紀伊國屋じんぶん大賞26位

イエズス会士と普遍の帝国 : 在華宣教師による文明の翻訳 / 新居洋
3F開架新体系 198.2222//N72//3346 第40回サントリー学芸賞
子著. -- 名古屋大学出版会, 2017.11.
先史学者プラトン : 紀元前一万年--五千年の神話と考古学 / メア
リー・セットガスト著 ; 山本貴光, 吉川浩満訳. -- 朝日出版社, 2018.4.
ホモ・デウス : テクノロジーとサピエンスの未来 / ユヴァル・ノア・ハラ
リ著 ; 柴田裕之訳 ; 上, 下. -- 河出書房新社, 2018.9.
ホモ・デウス : テクノロジーとサピエンスの未来 / ユヴァル・ノア・ハラ
リ著 ; 柴田裕之訳 ; 上, 下. -- 河出書房新社, 2018.9.
文字と組織の世界史 : 新しい「比較文明史」のスケッチ / 鈴木董著. - 山川出版社, 2018.8.
学問と酒と猫を愛した過激な天才 / 村上篤直著. -- ミネルヴァ書房,
2018.9. -- (評伝小室直樹 / 村上篤直著 ; 上).
歴史と統計学 : 人・時代・思想 / 竹内啓著. -- 日本経済新聞出版社,
2018.7.
水族館の文化史 : ひと・動物・モノがおりなす魔術的世界 / 溝井裕一
著. -- 勉誠出版, 2018.6.
医療現場の行動経済学 : すれ違う医者と患者 / 大竹文雄, 平井啓編
著. -- 東洋経済新報社, 2018.8.
どもる体 / 伊藤亜紗著. -- 医学書院, 2018.6. -- (シリーズケアをひら
く).
図説鉄道の博物誌 : ものづくり技術遺産 (鉄道の革新) / 石田正治,
山田俊明編著 ; 池森寛 [ほか] 著. -- 秀和システム, 2017.4.
ドイツのコンパクトシティはなぜ成功するのか : 近距離移動が地方都
市を活性化する / 村上敦著. -- 学芸出版社, 2017.3.

3F開架新体系 209.32//SE94//8292
3F開架新体系 209.8//H32//9828
3F開架新体系 209.8//H32//9829

2019紀伊國屋じんぶん大賞19位
2018年『ベスト経済書』16位
2019紀伊國屋じんぶん大賞11位
2018年『ベスト経済書』16位
2019紀伊國屋じんぶん大賞11位

3F開架新体系 209//SU96//9770

2019紀伊國屋じんぶん大賞10位

3F開架新体系 289//H99//0124

2019紀伊國屋じんぶん大賞12位

3F開架新体系 417.02//TA67//9149

エコノミストが選ぶ経済図書9位

3F開架新体系 480.76//MI93//8631

第40回サントリー学芸賞

3F開架新体系 490.14//O82//9785

2018年『ベスト経済書』17位

3F開架新体系 496.9//I89//7722

2019紀伊國屋じんぶん大賞6位

3F開架新体系 516.021//I72//9229

第43回交通図書賞(技術)

3F開架新体系 518.8//MU43//9273

第43回交通図書賞(奨励賞)
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書誌事項等
配置場所
請求記号
受賞内容
動く大地、住まいのかたち : プレート境界を旅する / 中谷礼仁著. -3F開架新体系 520.92//N43//7812
2018年日本建築学会著作賞
岩波書店, 2017.3.
劇場空間の源流 / 本杉省三著. -- 鹿島出版会, 2015.12. -- (SD選書
3F開架新体系 526.77//MO89//8079 2018年日本建築学会著作賞
; 265).
いきている長屋 : 大阪市大モデルの構築 / 谷直樹, 竹原義二編著. 3F開架新体系 527.8//TA87//5994
- 大阪公立大学共同出版会, 2013.3.

2018年日本建築学会著作賞

抽象の力 / 岡﨑乾二郎著. -- 亜紀書房, 2018.12. -- (近代芸術の解
3F開架新体系 702.07//O48//2148
析).

第69回芸術選奨大臣賞(評論等)

凱旋門と活人画の風俗史 : 儚きスペクタクルの力 / 京谷啓徳著. -講談社, 2017.9. -- (講談社選書メチエ ; 660).

第40回サントリー学芸賞

3F開架新体系 702.3//KY6//2315

制作へ : 上妻世海初期論考集 / 上妻世海著. -- オーバーキャストエ
3F開架新体系 704//KO99//1837
クリ編集部, 2018.10.

2019紀伊國屋じんぶん大賞22位

月岡芳年伝 : 幕末明治のはざまに / 菅原真弓著. -- 中央公論美術
出版, 2018.8.

3F開架新体系 721.9//SU28//9807

第69回芸術選奨新人賞(評論等)

「アイドル」のメディア史 : 『明星』とヤングの70年代 / 田島悠来著. -3F開架新体系 767.8//TA26//4009
森話社, 2017.3.

第39回日本出版学会賞(奨励賞)

眼がスクリーンになるとき : ゼロから読むドゥルーズ『シネマ』 / 福尾
匠著. -- フィルムアート社, 2018.7.

2019紀伊國屋じんぶん大賞5位

3F開架新体系 778.01//F81//9979

浪花節流動する語り芸 : 演者と聴衆の近代 / 真鍋昌賢著. -- せりか
3F開架新体系 779.15//MA43//0824
書房, 2017.3.
死に山 : 世界一不気味な遭難事故「ディアトロフ峠事件」の真相 / ド
3F開架新体系 786.18//E37//2171
ニー・アイカー著 ; 安原和見訳. -- 河出書房新社, 2018.8.
エコラリアス : 言語の忘却について / ダニエル・ヘラー=ローゼン [著]
3F開架新体系 801.01//H51//7971
; 関口涼子訳. -- みすず書房, 2018.6.

第40回サントリー学芸賞
本の雑誌が選ぶノンフィクション2位
2019紀伊國屋じんぶん大賞9位

評伝鶴屋南北 / 古井戸秀夫著 ; 第1巻. -- 白水社, 2018.8.

3F開架新体系 912.5//F93//2851

第69回芸術選奨大臣賞(評論等)

評伝鶴屋南北 / 古井戸秀夫著 ; 第2巻. -- 白水社, 2018.8.

3F開架新体系 912.5//F93//2852

第69回芸術選奨大臣賞(評論等)

空をゆく巨人 / 川内有緒著. -- 集英社, 2018.11.

3F開架新体系 916//KA98//1661

第16回開高健ノンフィクション賞

知性は死なない : 平成の鬱をこえて / 與那覇潤著. -- 文藝春秋,
2018.4.

3F開架新体系 916//Y82//6945

2019紀伊國屋じんぶん大賞13位

国策紙芝居からみる日本の戦争 / 安田常雄編著. -- 勉誠出版,
2018.2. -- (非文字資料研究叢書 ; 1)(神奈川大学日本常民文化研究
所非文字資料研究センター研究成果報告書 = Report, Research
3F開架大型本 L779.8//Y62//7507
Center for Nonwritten Cultural Materials, Institute for the Study of
Japanese Folk Culture, Kanagawa University ; 第3期).
はじめての沖縄 / 岸政彦著. -- 新曜社, 2018.5. -- (よりみちパン!セ ;
4F開架新体系 302.199//KI56//6987
YP01).
歴史と永遠 : 江戸後期の思想水脈 / 島田英明著. -- 岩波書店,
4F開架新体系 311.21//SH36//6189
2018.3.
公開性の根源 : 秘密政治の系譜学 / 大竹弘二著. -- 太田出版,
4F開架新体系 311.23//O82//7439
2018.4.
未来をはじめる : 「人と一緒にいること」の政治学 / 宇野重規著. -東京大学出版会, 2018.9.
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).
立憲君主制の現在 : 日本人は「象徴天皇」を維持できるか / 君塚直
隆著. -- 新潮社, 2018.2. -- (新潮選書).
軍国少年・少女の誕生とメディア : 子ども達の日満親善交流 / 是澤博
昭著. -- 世織書房, 2018.3.
対立の世紀 : グローバリズムの破綻 / イアン・ブレマー著 ; 奥村準訳.
-- 日本経済新聞出版社, 2018.6.
サリン事件死刑囚 中川智正との対話 / アンソニー・トゥー著. -KADOKAWA, 2018.7.
経済史から考える : 発展と停滞の論理 / 岡崎哲二著. -- 日本経済新
聞出版社, 2017.11.
良き社会のための経済学 / ジャン・ティロール著 ; 村井章子訳. -- 日
本経済新聞出版社, 2018.8.
経済学は悲しみを分かち合うために : 私の原点 / 神野直彦著. -- 岩
波書店, 2018.6.
ゲーム理論はアート : 社会のしくみを思いつくための繊細な哲学 / 松
島斉著. -- 日本評論社, 2018.1.
アメリカ経済 : 成長の終焉 / ロバート・J.ゴードン著 ; 高遠裕子, 山岡
由美訳 ; 上, 下. -- 日経BP社.
アメリカ経済 : 成長の終焉 / ロバート・J.ゴードン著 ; 高遠裕子, 山岡
由美訳 ; 上, 下. -- 日経BP社.
経済史 : いまを知り, 未来を生きるために / 小野塚知二著. -- 有斐
閣, 2018.2.

第42回日本児童文学学会特別賞

2019紀伊國屋じんぶん大賞17位
第40回サントリー学芸賞
2019紀伊國屋じんぶん大賞20位

4F開架新体系 311//U77//9802

2019紀伊國屋じんぶん大賞8位

4F開架新体系 312.22//A46//3034

第40回サントリー学芸賞

4F開架新体系 313.6//KI35//6450

第40回サントリー学芸賞

4F開架新体系 319.1//KO79//7105

第42回日本児童文学学会特別賞

4F開架新体系 319//B72//8453

2018年『ベスト経済書』21位

4F開架新体系 326.23//TU1//9758

本の雑誌が選ぶノンフィクション4位

4F開架新体系 331//O48//4286

2018年『ベスト経済書』25位

4F開架新体系 331//TI6//9587

2018年『ベスト経済書』7位
エコノミストが選ぶ経済図書1位

4F開架新体系 331.04//J52//9438

2018年『ベスト経済書』7位

4F開架新体系 331.19//MA87//5498
4F開架新体系 332.53//G67//8994
4F開架新体系 332.53//G67//8995
4F開架新体系 332//O67//5715

世界経済大いなる収斂 : ITがもたらす新次元のグローバリゼーション
/ リチャード・ボールドウィン著 ; 遠藤真美訳. -- 日本経済新聞出版 4F開架新体系 333.6//B16//5873
社, 2018.2.
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2018年『ベスト経済書』21位
エコノミストが選ぶ経済図書5位
2018年『ベスト経済書』6位
エコノミストが選ぶ経済図書3位
2018年『ベスト経済書』6位
エコノミストが選ぶ経済図書3位
2018年『ベスト経済書』2位
2018年『ベスト経済書』4位

書誌事項等
移民の政治経済学 / ジョージ・ボージャス著 ; 岩本正明訳. -- 白水
社, 2018.1.

配置場所

請求記号

4F開架新体系 334.4//B65//4770

受賞内容
2018年『ベスト経済書』17位

コーポレート・ガバナンス「本当にそうなのか?」 : 大量データからみる
真実 / 円谷昭一編著 ; 一橋コーポレート・ガバナンス研究会 [編]. -- 4F開架新体系 335.4//TS74//4767
同文舘出版, 2017.12.

2018年『ベスト経済書』17位

経営戦略原論 / 琴坂将広著. -- 東洋経済新報社, 2018.7.

2018年『ベスト経済書』7位

4F開架新体系 336.1//KO94//1950

「イノベーターのジレンマ」の経済学的解明 / 伊神満著. -- 日経BP社. 4F開架新体系 336.17//I23//7798

2018年『ベスト経済書』1位
エコノミストが選ぶ経済図書8位

日銀日記 : 五年間のデフレとの闘い / 岩田規久男著. -- 筑摩書房,
2018.10.

4F開架新体系 338.3//I97//1526

エコノミストが選ぶ経済図書10位

中央銀行 : セントラルバンカーの経験した39年 / 白川方明著. -- 東
洋経済新報社, 2018.10.

4F開架新体系 338.41//SH83//0724

2018年『ベスト経済書』10位
エコノミストが選ぶ経済図書1位

歴史修正主義とサブカルチャー : 90年代保守言説のメディア文化 /
倉橋耕平著. -- 青弓社, 2018.2. -- (青弓社ライブラリー ; 92).

4F開架新体系 361.453//KU51//5647 2019紀伊國屋じんぶん大賞2位

「コミュ障」の社会学 / 貴戸理恵著. -- 青土社, 2018.5.

4F開架新体系 361.454//KI13//6826

2019紀伊國屋じんぶん大賞24位

社会制作の方法 : 社会は社会を創る、でもいかにして? / 北田暁大
著. -- 勁草書房, 2018.11. -- (けいそうブックス).

4F開架新体系 361//KI62//0867

2019紀伊國屋じんぶん大賞30位

4F開架新体系 366.21//KA32//3583

2018年『ベスト経済書』4位

4F開架新体系 367.1//SO34//1843

2019紀伊國屋じんぶん大賞28位

4F開架新体系 368.51//SU96//0817

本の雑誌が選ぶノンフィクション1位

4F開架新体系 368.71//I75//5439

本の雑誌が選ぶノンフィクション5位

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. -- 慶應義塾大学出版会, 2017.11.
説教したがる男たち / レベッカ・ソルニット著 ; ハーン小路恭子訳. -左右社, 2018.9.
サカナとヤクザ : 暴力団の巨大資金源「密漁ビジネス」を追う / 鈴木
智彦著. -- 小学館, 2018.10.
43回の殺意 : 川崎中1男子生徒殺害事件の深層 / 石井光太著. -双葉社, 2017.12.

新復興論 / 小松理虔著. -- ゲンロン, 2018.9. -- (ゲンロン叢書 ; 001). 4F開架新体系 369.31//KO61//0050

第18回大佛次郎論壇賞
2019紀伊國屋じんぶん大賞4位

ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考え
4F開架新体系 382.2435//O56//9432 2019紀伊國屋じんぶん大賞7位
たこと / 奥野克巳著. -- 亜紀書房, 2018.6.
経済学者たちの日米開戦 : 秋丸機関「幻の報告書」の謎を解く / 牧
野邦昭著. -- 新潮社, 2018.5. -- (新潮選書).
amazon : 世界最先端の戦略がわかる / 成毛眞著. -- ダイヤモンド
社, 2018.8.
パチンコ産業史 : 周縁経済から巨大市場へ / 韓載香著. -- 名古屋大
学出版会, 2018.2.
荷車と立ちん坊 : 近代都市東京の物流と労働 / 武田尚子著. -- 吉川
弘文館, 2017.9.
軌道 : 福知山線脱線事故JR西日本を変えた闘い / 松本創著. -- 東
洋経済新報社, 2018.4.
文系と理系はなぜ分かれたのか / 隠岐さや香. -- 星海社. -- (星海
社新書 ; 137).
トマス・アクィナス : 理性と神秘 / 山本芳久著. -- 岩波書店, 2017.12.
-- (岩波新書 ; 新赤版 1691).
陰謀の日本中世史 / 呉座勇一著. -- KADOKAWA, 2018.3. -- (角川
新書 ; [K-196]).
日本が売られる / 堤未果著. -- 幻冬舎, 2018.10. -- (幻冬舎新書 ;
517, [つ-4-1]).
人口減少時代の都市 : 成熟型のまちづくりへ / 諸富徹著. -- 中央公
論新社, 2018.2. -- (中公新書 ; 2473).
生産性とは何か : 日本経済の活力を問いなおす / 宮川努著. -- 筑摩
書房, 2018.11. -- (ちくま新書 ; 1368).
現代経済学 : ゲーム理論・行動経済学・制度論 / 瀧澤弘和著. -- 中
央公論新社, 2018.8. -- (中公新書 ; 2501).
日本型資本主義 : その精神の源 / 寺西重郎著. -- 中央公論新社,
2018.8. -- (中公新書 ; 2502).
官僚たちのアベノミクス : 異形の経済政策はいかに作られたか / 軽
部謙介著. -- 岩波書店, 2018.2. -- (岩波新書 ; 新赤版 1703).
会計学の誕生 : 複式簿記が変えた世界 / 渡邉泉著. -- 岩波書店,
2017.11. -- (岩波新書 ; 新赤版 1687).
新・日本の階級社会 / 橋本健二著. -- 講談社, 2018.1. -- (講談社現
代新書 ; 2461).
日本軍兵士 : アジア・太平洋戦争の現実 / 吉田裕著. -- 中央公論新
社, 2017.12. -- (中公新書 ; 2465).
我々はなぜ我々だけなのか : アジアから消えた多様な「人類」たち /
川端裕人著. -- 講談社, 2017.12. -- (ブルーバックス ; B-2037).
原民喜 : 死と愛と孤独の肖像 / 梯久美子著. -- 岩波書店, 2018.7. -(岩波新書 ; 新赤版 1727).

4F開架新体系 391.3//MA35//7675

本の雑誌が選ぶノンフィクション8位
エコノミストが選ぶ経済図書1位

4F開架新体系 673.36//N53//9898

2018年『ベスト経済書』15位

4F開架新体系 673.94//H27//5616

第40回サントリー学芸賞

4F開架新体系 685.8//TA59//2277

第43回交通図書賞(歴史)

4F開架新体系 686.7//MA81//6671

本の雑誌が選ぶノンフィクション6位

4F新書版

002//O51//9372

2019新書大賞2位

4F新書版

132.2//Y31//4689

第40回サントリー学芸賞
2019紀伊國屋じんぶん大賞23位

4F新書版

210.4//G74//5984

2019新書大賞3位

4F新書版

304//TS94//2175

2019新書大賞4位

4F新書版

318.7//MO77//5732

2018年『ベスト経済書』12位

4F新書版

331.81//MI72//2186

エコノミストが選ぶ経済図書10位

4F新書版

331//TA73//9190

2018年『ベスト経済書』3位

4F新書版

332.1//TE56//9191

2018年『ベスト経済書』23位
エコノミストが選ぶ経済図書6位

4F新書版

332.107//KA69//5725 2018年『ベスト経済書』17位

4F新書版

336.9//W46//4236

2018年『ベスト経済書』23位

4F新書版

361.8//H38//5041

2018年『ベスト経済書』10位

4F新書版

391.2074//Y86//4695 2019新書大賞1位

4F新書版

469.2//KA91//4342

科学ジャーナリスト賞2018

4F新書版

910.268//KA24//8782

2019新書大賞5位
2019紀伊國屋じんぶん大賞16位
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【私の3冊 2018 - 新聞書評より-】
・朝日新聞『書評委員が選ぶ「今年の3点」』（2018.12.29掲載）
・日本経済新聞『回顧2018 私の3冊』（2018.12.30掲載）
・毎日新聞『2018 この3冊』（2018.12.9、16掲載）
・読売新聞『読書委員が選ぶ「2018年の3冊」』（2018.12.23掲載）
書誌事項等
配置場所
U & I : a true story / ニコルソン・ベイカー著 ; 有好宏文訳. -- 白水社,
2F学生選書
2018.10.

請求記号

書評委員（紙名）

934.7//B15//1164

若島正(毎日）

三省堂現代新国語辞典 / 小野正弘 [ほか] 編. -- 第6版. -- 三省堂,
2F参考（一般） 813.1//O67//2450
2019.1.

サンキュータツオ(朝日）

AI vs.教科書が読めない子どもたち / 新井紀子著. -- 東洋経済新報
社, 2018.2.

中村桂子(毎日）
養老孟司(毎日）

3F開架新体系 007.13//A62//5438

人工知能のための哲学塾 / 三宅陽一郎著 ; 東洋哲学篇. -- ビー・エ
3F開架新体系 007.13//MI76//8943
ヌ・エヌ新社, 2016.8-2018.4.

伊藤亜紗(讀賣）

AI原論 : 神の支配と人間の自由 / 西垣通著. -- 講談社, 2018.4. -(講談社選書メチエ ; 672).

3F開架新体系 007.13//N81//6432

長谷川眞理子(朝日）

機械カニバリズム : 人間なきあとの人類学へ / 久保明教著. -- 講談
社, 2018.9. -- (講談社選書メチエ ; 683).

3F開架新体系 007.3//KU11//9737

内田麻理香(毎日）

世界の独在論的存在構造 / 永井均著. -- 春秋社, 2018.8. -- (哲学
探究 / 永井均著 ; 2).

3F開架新体系 104//N14//9572

野矢茂樹(朝日）

リズムの哲学ノート / 山崎正和著. -- 中央公論新社, 2018.3.

3F開架新体系 104//Y48//7255

張競(毎日）

私は自由なのかもしれない : <責任という自由>の形而上学 / 斎藤慶
3F開架新体系 111//SA25//8685
典著. -- 慶應義塾大学出版会, 2018.7.

野矢茂樹(朝日）

日本人の自然観 / 鈴木貞美著. -- 作品社, 2018.10.

3F開架新体系 121.02//SU96//0740

村上陽一郎(毎日）

本居宣長 / 熊野純彦著. -- 作品社, 2018.9.

3F開架新体系 121.52//KU34//1536

野矢茂樹(朝日）
陣野俊史(日経）
橋本五郎(讀賣）

政治学 ; 家政論 / [アリストテレス著] ; 神崎繁, 相澤康隆, 瀬口昌久
訳. -- 岩波書店, 2018.3. -- (アリストテレス全集 / [アリストテレス著] ; 3F開架新体系 131.4//A76//6001
内山勝利, 神崎繁, 中畑正志編集委員 ; 17).

苅部直(讀賣）

なぜ世界は存在しないのか / マルクス・ガブリエル著 ; 清水一浩訳. 3F開架新体系 134.3//G11//4823
- 講談社, 2018.1. -- (講談社選書メチエ ; 666).

よみうり堂店主(讀賣）

一八世紀近代の臨界 : ディドロとモーツァルト / 鷲見洋一著. -- ぷね
3F開架新体系 135.3//SU57//9992
うま舎, 2018.7.

村上陽一郎(毎日）

心の進化を解明する : バクテリアからバッハへ / ダニエル・C・デネット
3F開架新体系 141.51//D59//8241
著 ; 木島泰三訳. -- 青土社, 2018.7.

長谷川眞理子(朝日）

享楽社会論 : 現代ラカン派の展開 / 松本卓也著. -- 人文書院,
2018.3.

斎藤環(毎日）

3F開架新体系 146.1//MA81//7528

<効果的な利他主義>宣言! : 慈善活動への科学的アプローチ / ウィリ
3F開架新体系 151.5//MA13//0530
アム・マッカスキル[著] ; 千葉敏生訳. -- みすず書房, 2018.11.

齋藤純一(朝日）

超越と実存 : 「無常」をめぐる仏教史 / 南直哉著. -- 新潮社, 2018.1.

3F開架新体系 181.02//MI37//2151

養老孟司(毎日）

悪魔の神話学 / 高橋義人著. -- 岩波書店, 2018.6.

3F開架新体系 191.5//TA33//8197

佐藤優(毎日）
村上陽一郎(毎日）

新約聖書 : 本文の訳 / 田川建三訳. -- 作品社, 2018.7.

3F開架新体系 193.5//TA18//9448

井波律子(毎日）

イエズス会士と普遍の帝国 : 在華宣教師による文明の翻訳 / 新居洋
3F開架新体系 198.2222//N72//3346
子著. -- 名古屋大学出版会, 2017.11.

鹿島茂(毎日）

明治の光・内村鑑三 / 新保祐司著. -- 藤原書店, 2018.1.

中沢孝夫(日経）

3F開架新体系 198.992//SH55//4723

歴史は実験できるのか : 自然実験が解き明かす人類史 / ジャレド・ダ
イアモンド編著 ; ジェイムズ・A・ロビンソン編著 ; 小坂恵理訳. -- 慶應 3F開架新体系 204//D71//7726
義塾大学出版会, 2018.6.

柄谷行人(朝日）

ビザンツ帝国 : 生存戦略の一千年 / ジョナサン・ハリス著 ; 井上浩一
3F開架新体系 209.4//H33//4818
訳. -- 白水社, 2018.2.

本村凌二(毎日）

進歩 : 人類の未来が明るい10の理由 / ヨハン・ノルベリ著 ; 山形浩生
3F開架新体系 209.5//N96//7760
訳. -- 晶文社, 2018.4.

斎藤環(毎日）

ホモ・デウス : テクノロジーとサピエンスの未来 / ユヴァル・ノア・ハラ
リ著 ; 柴田裕之訳 ; 上. -- 河出書房新社, 2018.9.

3F開架新体系 209.8//H32//9828

池澤夏樹(毎日）
本村凌二(毎日）

ホモ・デウス : テクノロジーとサピエンスの未来 / ユヴァル・ノア・ハラ
リ著 ; 柴田裕之訳 ; 下. -- 河出書房新社, 2018.9.

3F開架新体系 209.8//H32//9829

池澤夏樹(毎日）
本村凌二(毎日）

マーシャル、父の戦場 : ある日本兵の日記をめぐる歴史実践 / 大川
史織編. -- みずき書林, 2018.7.

3F開架新体系 210.75//O46//9973

寺尾紗穂(朝日）

敗戦から日本国憲法制定まで / 細谷雄一著. -- 新潮社, 2018.7. -(新潮選書 . 戦後史の解放 ; 2 . 自主独立とは何か ; 前編).

3F開架新体系 210.762//H95//9549

三浦瑠麗(讀賣）
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書誌事項等
配置場所
請求記号
冷戦開始から講和条約まで / 細谷雄一著. -- 新潮社, 2018.7. -- (新
3F開架新体系 210.762//H95//9550
潮選書 . 戦後史の解放 ; 2 . 自主独立とは何か ; 後編).

書評委員（紙名）
三浦瑠麗(讀賣）

神戸闇市からの復興 : 占領下にせめぎあう都市空間 / 村上しほり著.
3F開架新体系 216.4//MU43//0798
-- 慶應義塾大学出版会, 2018.11.

松原隆一郎(毎日）

ケルトの想像力 : 歴史・神話・芸術 / 鶴岡真弓著. -- 青土社, 2018.3. 3F開架新体系 230.3//TS86//5843

湯川豊(毎日）

民主政のはじまり / 塩野七生著. -- 新潮社, 2015.12. -- (ギリシア人
3F開架新体系 231//SH75//8046
の物語 ; 1).

山室恭子(朝日）

民主政の成熟と崩壊 / 塩野七生著. -- 新潮社, 2017.1. -- (ギリシア
人の物語 / 塩野七生著 ; 2).

3F開架新体系 231//SH75//7967

山室恭子(朝日）

新しき力 / 塩野七生著. -- 新潮社, 2017.12. -- (ギリシア人の物語 /
3F開架新体系 231//SH75//4454
塩野七生著 ; 3).

山室恭子(朝日）

第三帝国の到来 / リチャード・J・エヴァンズ著 ; 山本孝二訳 ; 上. -白水社, 2018.12. -- (第三帝国の歴史).

3F開架新体系 234.074//E88//1679

岩間陽子(毎日）

第三帝国の到来 / リチャード・J・エヴァンズ著 ; 山本孝二訳 ; 下. -白水社, 2018.12. -- (第三帝国の歴史).

3F開架新体系 234.074//E88//1680

岩間陽子(毎日）

兵士というもの : ドイツ兵捕虜盗聴記録に見る戦争の心理 / ゼンケ・
ナイツェル, ハラルト・ヴェルツァー [著] ; 小野寺拓也訳. -- みすず書 3F開架新体系 234.074//N62//7057
房, 2018.4.

保阪正康(朝日）

ゲッベルスと私 : ナチ宣伝相秘書の独白 / ブルンヒルデ・ポムゼル,
3F開架新体系 234.074//P78//8734
トーレ・D.ハンゼン著 ; 森内薫, 赤坂桃子訳. -- 紀伊國屋書店, 2018.6.

池内紀(毎日）

屈服しない人々 / ツヴェタン・トドロフ [著] ; 小野潮訳. -- 新評論,
2018.9.

3F開架新体系 280.4//TO18//0214

西崎文子(朝日）

天皇の近代 : 明治150年・平成30年 / 御厨貴編著 ; 井上章一 [ほか
著]. -- 千倉書房, 2018.9.

3F開架新体系 288.41//MI25//2166

山崎正和(毎日）

学問と酒と猫を愛した過激な天才 / 村上篤直著. -- ミネルヴァ書房,
2018.9. -- (評伝小室直樹 / 村上篤直著 ; 上).

3F開架新体系 289//H99//0124

橋爪大三郎(毎日）

現実はやがて私に追いつくであろう / 村上篤直著. -- ミネルヴァ書房,
3F開架新体系 289//H99//0125
2018.9. -- (評伝小室直樹 / 村上篤直著 ; 下).

橋爪大三郎(毎日）

日本を愛した人類学者 : エンブリー夫妻の日米戦争 / 田中一彦著. 3F開架新体系 289//TA84//2510
- 忘羊社, 2018.12.

保阪正康(朝日）

極夜行 / 角幡唯介著. -- 文藝春秋, 2018.2.

3F開架新体系 297.8//KA28//1658

服部文祥(讀賣）

植物たちの救世主 / カルロス・マグダレナ著 ; 三枝小夜子訳. -- 柏書
3F開架新体系 470.9//MA29//9444
房, 2018.7.

塚谷裕一(讀賣）

モノに心はあるのか : 動物行動学から考える「世界の仕組み」 / 森山
3F開架新体系 481.78//MO73//6334
徹著. -- 新潮社, 2017.12. -- (新潮選書).

橋爪大三郎(毎日）

蠅たちの隠された生活 / エリカ・マカリスター著 ; 鴨志田恵訳. -- エク
3F開架新体系 486.9//MA13//9994
スナレッジ, 2018.6. -- (大英自然史博物館シリーズ).

保阪正康(朝日）

ほぼ命がけサメ図鑑 / 沼口麻子著. -- 講談社, 2018.5.

3F開架新体系 487.54//N99//1263

宮田珠己(朝日）

トラ学のすすめ : アムールトラが教える地球環境の危機 / 関啓子著.
-- 三冬社, 2018.6.

3F開架新体系 489.53//SE24//8899

斎藤美奈子(朝日）

安楽死を遂げるまで : the road to euthanasia / 宮下洋一著. -- 小学
3F開架新体系 490.154//MI83//6346
館, 2017.12.

森健(讀賣）

みな、やっとの思いで坂をのぼる : 水俣病患者相談のいま / 永野三
智著 ; : 通常版. -- ころから, 2018.9.

3F開架新体系 493.152//N16//0461

寺尾紗穂(朝日）

いじめの政治学 / [中井久夫著]. -- みすず書房, 2018.4. -- (中井久
夫集 ; 6).

3F開架新体系 493.7//N34//1968

柄谷行人(朝日）

生存する意識 : 植物状態の患者と対話する / エイドリアン・オーウェン
3F開架新体系 493.73//O93//9858
[著] ; 柴田裕之訳. -- みすず書房, 2018.9.

服部文祥(讀賣）

選べなかった命 : 出生前診断の誤診で生まれた子 / 河合香織著. -3F開架新体系 495.6//KA93//9993
文藝春秋, 2018.7.

森健(讀賣）

死を生きた人びと : 訪問診療医と355人の患者 / 小堀鷗一郎 [著]. -3F開架新体系 498//KO14//9757
みすず書房, 2018.5.

池内紀(毎日）

世界史を変えた新素材 / 佐藤健太郎著. -- 新潮社, 2018.10. -- (新
潮選書).

中沢孝夫(日経）

3F開架新体系 501.4//SA85//1499

100年後の世界 : SF映画から考えるテクノロジーと社会の未来 / 鈴木
3F開架新体系 504//SU96//7284
貴之著. -- 化学同人, 2018.5. -- (DOJIN選書 ; 076).

内田麻理香(毎日）

もう「ゴミの島」と言わせない : 豊島産廃不法投棄、終わりなき闘い /
石井亨著. -- 藤原書店, 2018.3.

3F開架新体系 519.7//I75//2652

寺尾紗穂(朝日）

合成生物学の衝撃 / 須田桃子著. -- 文藝春秋, 2018.4.

3F開架新体系 579.9//SU13//6806

中村桂子(毎日）
塚谷裕一(讀賣）

時のかたち : 事物の歴史をめぐって / ジョージ・クブラー著 ; 中谷礼
仁, 田中伸幸訳. -- 鹿島出版会, 2018.8. -- (SD選書 ; 270).

3F開架新体系 701.1//KU11//9133

椹木野衣(朝日）

抽象の力 / 岡﨑乾二郎著. -- 亜紀書房, 2018.12. -- (近代芸術の解
3F開架新体系 702.07//O48//2148
析).
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斎藤環(毎日）

書誌事項等
配置場所
請求記号
ならず者たちのギャラリー : 誰が「名画」をつくりだしたのか? / フィリッ
3F開架新体系 706.7//H85//0452
プ・フック著 ; 中山ゆかり訳. -- フィルムアート社, 2018.8.

書評委員（紙名）
鹿島茂(毎日）
宮下志朗(讀賣）

評伝田中一村 / 大矢鞆音著. -- 生活の友社, 2018.7.

齋藤純一(朝日）

3F開架新体系 721.9//O94//2645

エドゥアール・マネ : 西洋絵画史の革命 / 三浦篤著. -- KADOKAWA,
3F開架新体系 723.35//MI67//0963
2018.10. -- (角川選書 ; 607).

山崎正和(毎日）

モーツァルトのムクドリ : 天才を支えたさえずり / ライアンダ・リン・ハウ
3F開架新体系 762.346//H45//0938
プト著 ; 宇丹貴代実訳. -- 青土社, 2018.9.

塚谷裕一(讀賣）

ノー・ディレクション・ホーム : ボブ・ディランの日々と音楽 / ロバート・
シェルトン著 ; エリザベス・トムソン, パトリック・ハンフリーズ編 ; 樋口
武志, 田元明日菜, 川野太郎訳. -- ポプラ社, 2018.6.

3F開架新体系 767.8//SH14//2146

井波律子(毎日）

死に山 : 世界一不気味な遭難事故「ディアトロフ峠事件」の真相 / ド
ニー・アイカー著 ; 安原和見訳. -- 河出書房新社, 2018.8.

3F開架新体系 786.18//E37//2171

横尾忠則(朝日）
岸本佐知子(讀賣）

エコラリアス : 言語の忘却について / ダニエル・ヘラー=ローゼン [著]
3F開架新体系 801.01//H51//7971
; 関口涼子訳. -- みすず書房, 2018.6.

鴻巣友季子(毎日）

詩の約束 / 四方田犬彦著. -- 作品社, 2018.10.

蜂飼耳(日経)

3F開架新体系 901.1//Y81//2471

太平洋の精神史 : ガリヴァーから『パシフィック・リム』へ / 小野俊太郎
3F開架新体系 902.3//O67//2663
著. -- 彩流社, 2018.4.

斎藤美奈子(朝日）
速水健朗(日経)

その後の震災後文学論 / 木村朗子著. -- 青土社, 2018.2.

3F開架新体系 910.264//KI39//5469

沼野充義(毎日）

Haruki Murakamiを読んでいるときに我々が読んでいる者たち / 辛島
デイヴィッド [著]. -- みすず書房, 2018.9.

3F開架新体系 910.268//KA62//0098

宮下志朗(讀賣）

水の匂いがするようだ : 井伏鱒二のほうへ / 野崎歓著. -- 集英社,
2018.8.

3F開架新体系 910.268//N98//0437

陣野俊史(日経）
川本三郎(毎日）
尾崎真理子(讀賣）

評伝鶴屋南北 / 古井戸秀夫著 ; 第1巻. -- 白水社, 2018.8.

3F開架新体系 912.5//F93//2851

渡辺保(毎日）

評伝鶴屋南北 / 古井戸秀夫著 ; 第2巻. -- 白水社, 2018.8.

3F開架新体系 912.5//F93//2852

渡辺保(毎日）

風の演劇 : 評伝別役実 / 内田洋一著. -- 白水社, 2018.9.

3F開架新体系 912.6//U14//0448

椹木野衣(朝日）
山崎正和(毎日）
渡辺保(毎日）

文字渦 / 円城塔著. -- 新潮社, 2018.7.

3F開架新体系 913.6//E62//0038

陣野俊史(日経）

ドイツ職人紀行 / 池内紀著. -- 東京堂出版, 2018.10.

3F開架新体系 914.6//I35//1533

井波律子(毎日）

孤独の発明 : または言語の政治学 / 三浦雅士著. -- 講談社, 2018.6. 3F開架新体系 914.6//MI67//8731

張競(毎日）
持田叙子(毎日)
辻原登(毎日)
尾崎真理子(讀賣）

重松日記 / 重松静馬著. -- 筑摩書房, 2001.5.

3F開架新体系 916//SH28//2691

椹木野衣(朝日）

数字が明かす小説の秘密 : スティーヴン・キング、J・K・ローリングから
3F開架新体系 930.2//B55//1519
ナボコフまで / ベン・ブラット著 ; 坪野圭介訳. -- DU BOOKS.

黒沢大陸(朝日）

奥のほそ道 / リチャード・フラナガン著 ; 渡辺佐智江訳. -- 白水社,
2018.6.

3F開架新体系 933.7//F31//9107

諸田玲子(朝日）
角田光代(毎日）

帰還 : 父と息子を分かつ国 / ヒシャーム・マタール著 ; 金原瑞人, 野
沢佳織訳. -- 人文書院, 2018.11.

3F開架新体系 936//MA71//2170

一青窈(讀賣）

ふたつのオリンピック : 東京1964/2020 / ロバート・ホワイティング著 ;
3F開架新体系 936//W68//2666
玉木正之訳. -- KADOKAWA, 2018.9.

速水健朗(日経)

世紀の小説『レ・ミゼラブル』の誕生 / デイヴィッド・ベロス著 ; 立石光
3F開架新体系 953.6//B33//8967
子訳. -- 白水社, 2018.7.

若島正(毎日）

右ハンドル / ワシーリイ・アフチェンコ著 ; 河尾基訳. -- 群像社,
2018.6. -- (群像社ライブラリー ; 40, A-5).

よみうり堂店主(讀賣）

3F開架新体系 983//A96//7951

カヴァフィス全詩 / カヴァフィス著 ; 池澤夏樹訳. -- 書肆山田, 2018.9. 3F開架新体系 991.91//C27//2162

堀江敏幸(毎日）
湯川豊(毎日）

世界史の哲学講義 : ベルリン1822/23年 / G・W・F・ヘーゲル [著] ; 伊
坂青司訳 ; 上-- 講談社, 2018.10-2018.11. -- (講談社学術文庫 ;
3F文庫版
[2502]-[2503]).

134.4//H51//2159

加藤陽子(毎日）

世界史の哲学講義 : ベルリン1822/23年 / G・W・F・ヘーゲル [著] ; 伊
坂青司訳 ; 下. -- 講談社, 2018.10-2018.11. -- (講談社学術文庫 ;
3F文庫版
[2502]-[2503]).

134.4//H51//2160

加藤陽子(毎日）

ラテンアメリカ五〇〇年 : 歴史のトルソー / 清水透著. -- 岩波書店,
2017.12. -- (岩波現代文庫 ; 学術 ; 372).

3F文庫版

255//SH49//4997

柄谷行人(朝日）

精講漢文 / 前野直彬著. -- 筑摩書房, 2018.8. -- (ちくま学芸文庫 ;
[マ39-2]).

3F文庫版

820//MA27//2503

苅部直(讀賣）

6ページ

書誌事項等
配置場所
詩の誕生 / 大岡信, 谷川俊太郎著. -- 岩波書店, 2018.6. -- (岩波文
3F文庫版
庫 ; 緑(31)-215-1).

請求記号

書評委員（紙名）

911.5//O69//8405

三浦雅士(毎日）

日本永代蔵 : 全訳注 / 井原西鶴 [作] ; 矢野公和, 有働裕, 染谷智幸
3F文庫版
訳注. -- 講談社, 2018.9. -- (講談社学術文庫 ; [2475]).

913.52//I25//2181

本郷恵子(讀賣）

八月の光 / フォークナー著 ; 黒原敏行訳. -- 光文社, 2018.5. -- (光
文社古典新訳文庫 ; [KAフ14-1]).

933.7//F16//6932

荒川洋治(毎日）

3F文庫版

「危機の領域」 : 非ゼロリスク社会における責任と納得 / 齊藤誠著. -4F開架新体系 301//SA25//6818
勁草書房, 2018.4. -- (けいそうブックス).

松原隆一郎(毎日）

はじめての沖縄 / 岸政彦著. -- 新曜社, 2018.5. -- (よりみちパン!セ ;
4F開架新体系 302.199//KI56//6987
YP01).

都甲幸治(朝日）

目の眩んだ者たちの国家 / キム・エラン [ほか] 著 ; 矢島暁子訳. -新泉社, 2018.5.

4F開架新体系 302.21//KI31//2661

中島京子(毎日)

正統と異端 / 丸山眞男著 ; 東京女子大学丸山眞男文庫編 ; 1. -- 岩
波書店, 2018.6. -- (丸山眞男集別集 / 丸山眞男著 ; 東京女子大学 4F開架新体系 310.8//MA59//8020
丸山眞男文庫編 ; 第4巻).

間宮陽介(朝日）

民主主義の死に方 : 二極化する政治が招く独裁への道 / スティーブ
ン・レビツキー, ダニエル・ジブラット著 ; 濱野大道訳. -- 新潮社,
2018.9.

4F開架新体系 311.7//L57//0204

鈴木幸一(讀賣）

未来をはじめる : 「人と一緒にいること」の政治学 / 宇野重規著. -東京大学出版会, 2018.9.

4F開架新体系 311//U77//9802

内田麻理香(毎日）

忘却する戦後ヨーロッパ : 内戦と独裁の過去を前に / 飯田芳弘著. -4F開架新体系 312.3//I18//7335
東京大学出版会, 2018.4.

鈴木幸一(讀賣）

革命 : 仏大統領マクロンの思想と政策 / エマニュエル・マクロン著 ; 山
4F開架新体系 312.35//MA24//7771
本知子, 松永りえ訳. -- ポプラ社, 2018.4.

出口治明(朝日）

政権交代の政治力学 : イギリス労働党の軌跡, 1994-2010 / 今井貴
子著. -- 東京大学出版会, 2018.2.

4F開架新体系 315.33//I43//8503

伊東光晴(毎日）

面従腹背 / 前川喜平著. -- 毎日新聞出版, 2018.6.

4F開架新体系 317.27//MA27//9406

伊東光晴(毎日）

ドル防衛と日米関係 : 高度成長期日本の経済外交1959-1969年 / 高
橋和宏著. -- 千倉書房, 2018.7. -- (叢書21世紀の国際環境と日本 ; 4F開架新体系 319.1053//TA33//9971
007).

五百籏頭真(毎日）

北朝鮮核の資金源 : 「国連捜査」秘録 / 古川勝久著. -- 新潮社,
2017.12.

4F開架新体系 319.21//F93//9862

三浦瑠麗(讀賣）

米中戦略関係 / 梅本哲也著. -- 千倉書房, 2018.4.

4F開架新体系 319.53//U71//1762

五百籏頭真(毎日）

核は暴走する : アメリカ核開発と安全性をめぐる闘い / エリック・シュ
ローサー著 ; 布施由紀子訳 ; 上. -- 河出書房新社, 2018.7.

4F開架新体系 319.8//SC4//9131

長谷川眞理子(朝日）
藤原辰史(讀賣）

核は暴走する : アメリカ核開発と安全性をめぐる闘い / エリック・シュ
ローサー著 ; 布施由紀子訳 ; 下. -- 河出書房新社, 2018.7.

4F開架新体系 319.8//SC4//9132

長谷川眞理子(朝日）
藤原辰史(讀賣）

法学の誕生 : 近代日本にとって「法」とは何であったか / 内田貴著. -4F開架新体系 321.21//U14//6672
筑摩書房, 2018.3.

加藤陽子(毎日）

憲法9条へのカタバシス / 木庭顕 [著]. -- みすず書房, 2018.4.

間宮陽介(朝日）

4F開架新体系 323.142//KO11//7782

法と力 : 戦間期国際秩序思想の系譜 = Recht und Macht : zur
Genealogie der internationalen Politologie / 西平等著. -- 名古屋大学 4F開架新体系 329.02//N81//9637
出版会, 2018.9.

西崎文子(朝日）

ニュルンベルク合流 : 「ジェノサイド」と「人道に対する罪」の起源 / フィ
4F開架新体系 329.67//SA62//7265
リップ・サンズ著 ; 園部哲訳. -- 白水社, 2018.4.

藤原辰史(讀賣）

日本史で学ぶ経済学 / 横山和輝著. -- 東洋経済新報社, 2018.10.

4F開架新体系 332.1//Y79//0134

大竹文雄(毎日）

経済史 : いまを知り, 未来を生きるために / 小野塚知二著. -- 有斐
閣, 2018.2.

4F開架新体系 332//O67//5715

藤原辰史(讀賣）

例外時代 : 高度成長はいかに特殊であったのか / マルク・レヴィンソ
4F開架新体系 333.6//L57//4118
ン [著] ; 松本裕訳. -- みすず書房, 2017.11.

鈴木幸一(讀賣）

越境の国際政治 : 国境を越える人々と国家間関係 / 田所昌幸著. -4F開架新体系 334.4//TA16//2149
有斐閣, 2018.11.

岩間陽子(毎日）
五百籏頭真(毎日）

「イノベーターのジレンマ」の経済学的解明 / 伊神満著. -- 日経BP社. 4F開架新体系 336.17//I23//7798

石川尚文(朝日）

日銀日記 : 五年間のデフレとの闘い / 岩田規久男著. -- 筑摩書房,
2018.10.

4F開架新体系 338.3//I97//1526

石川尚文(朝日）

中央銀行 : セントラルバンカーの経験した39年 / 白川方明著. -- 東
洋経済新報社, 2018.10.

4F開架新体系 338.41//SH83//0724

出口治明(朝日）
石川尚文(朝日）
間宮陽介(朝日）

Work design (ワークデザイン) : 行動経済学でジェンダー格差を克服す
4F開架新体系 367.1//B62//8607
る / イリス・ボネット [著] ; 池村千秋訳. -- NTT出版, 2018.7.

大竹文雄(毎日）

精神障害とともに / 南日本新聞取材班著. -- ラグーナ出版, 2017.12. 4F開架新体系 369.28//MI37//2461

森健(讀賣）
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書誌事項等
配置場所
請求記号
胃袋の近代 : 食と人びとの日常史 / 湯澤規子著. -- 名古屋大学出版
4F開架新体系 383.81//Y99//8915
会, 2018.6.

書評委員（紙名）

顔! : パプアニューギニアの祭り / 西江雅之著. -- 左右社, 2018.5.

4F開架新体系 386.736//N81//9407

三浦雅士(毎日）

戦慄の記録インパール / NHKスペシャル取材班著. -- 岩波書店,
2018.7.

4F開架新体系 391.2074//N71//8853

加藤陽子(毎日）

松原隆一郎(毎日）

経済学者たちの日米開戦 : 秋丸機関「幻の報告書」の謎を解く / 牧野
4F開架新体系 391.3//MA35//7675
邦昭著. -- 新潮社, 2018.5. -- (新潮選書).

黒沢大陸(朝日）

Next generation bank / 若林恵編集. -- 黒鳥社.

4F開架新体系 L338.04//W17//2167

坂井豊貴(讀賣）

文系と理系はなぜ分かれたのか / 隠岐さや香. -- 星海社. -- (星海
社新書 ; 137).

4F新書版

002//O51//9372

黒沢大陸(朝日）

試験に出る哲学 : 「センター試験」で西洋思想に入門する / 斎藤哲也
4F新書版
著. -- NHK出版, 2018.9. -- (NHK出版新書 ; 563).

130.2//SA25//0442

佐藤優(毎日）

バカロレア幸福論 : フランスの高校生に学ぶ哲学的思考のレッスン /
4F新書版
坂本尚志著. -- 星海社. -- (星海社新書 ; 122).

130//SA32//6933

鹿島茂(毎日）

語る歴史、聞く歴史 : オーラル・ヒストリーの現場から / 大門正克著. 4F新書版
- 岩波書店, 2017.12. -- (岩波新書 ; 新赤版 1693).

210.07//O38//4691

齋藤純一(朝日）

陰謀の日本中世史 / 呉座勇一著. -- KADOKAWA, 2018.3. -- (角川
新書 ; [K-196]).

4F新書版

210.4//G74//5984

出口治明(朝日）
磯田道史(毎日）

物語アラビアの歴史 : 知られざる3000年の興亡 / 蔀勇造著. -- 中央
4F新書版
公論新社, 2018.7. -- (中公新書 ; 2496).

227//SH92//8787

宮下志朗(讀賣）

高坂正堯 : 戦後日本と現実主義 / 服部龍二著. -- 中央公論新社,
2018.10. -- (中公新書 ; 2512).

289//H44//0675

橋本五郎(讀賣）

陸奥宗光 : 「日本外交の祖」の生涯 / 佐々木雄一著. -- 中央公論新
4F新書版
社, 2018.10. -- (中公新書 ; 2509).

289//SA75//0672

苅部直(讀賣）

平成デモクラシー史 / 清水真人著. -- 筑摩書房, 2018.1. -- (ちくま新
4F新書版
書 ; 1299).

312.1//SH49//5036

三浦瑠麗(讀賣）

公卿会議 : 論戦する宮廷貴族たち / 美川圭著. -- 中央公論新社,
2018.10. -- (中公新書 ; 2510).

4F新書版

322.13//MI22//0673

磯田道史(毎日）

中国経済講義 : 統計の信頼性から成長のゆくえまで / 梶谷懐著. -中央公論新社, 2018.9. -- (中公新書 ; 2506).

4F新書版

332.22//KA23//9745

中沢孝夫(日経）

移民国家アメリカの歴史 / 貴堂嘉之著. -- 岩波書店, 2018.10. -- (岩
4F新書版
波新書 ; 新赤版 1744).

334.453//KI13//0680

西崎文子(朝日）

新・日本の階級社会 / 橋本健二著. -- 講談社, 2018.1. -- (講談社現
4F新書版
代新書 ; 2461).

361.8//H38//5041

伊東光晴(毎日）

県立! 再チャレンジ高校 : 生徒が人生をやり直せる学校 / 黒川祥子
著. -- 講談社, 2018.4. -- (講談社現代新書 ; 2477).

4F新書版

376.41//KU74//2174

本郷恵子(讀賣）

地球46億年気候大変動 : 炭素循環で読み解く、地球気候の過去・現
在・未来 / 横山祐典著. -- 講談社, 2018.10. -- (ブルーバックス ; B2074).

4F新書版

451.85//Y79//0220

中村桂子(毎日）

宇宙に命はあるのか : 人類が旅した一千億分の八 / 小野雅裕著. -4F新書版
SBクリエイティブ, 2018.2. -- (SB新書 ; 426).

538.9//O67//5621

竹内薫(日経）

原発事故と「食」 : 市場・コミュニケーション・差別 / 五十嵐泰正著. -4F新書版
中央公論新社, 2018.2. -- (中公新書 ; 2474).

543.5//I23//5733

大竹文雄(毎日）

原民喜 : 死と愛と孤独の肖像 / 梯久美子著. -- 岩波書店, 2018.7. -4F新書版
(岩波新書 ; 新赤版 1727).

910.268//KA24//8782

中島岳志(毎日）

4F新書版
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