2F企画展示

展示期間：2020/1/20(月)-2/2(日)

選書を読む！
「選書」は出版各社が選りすぐった本のシリーズです。
コンパクトながら内容が濃く、読み応えのある本がたくさんあります。
この展示では、学情センターで購入している選書を集めています。

書名等

配置場所

請求記号

哲学の話 / 朴一功著. -- 京都大学学術出版会, 2019.2. -- (学術選書 ; 086).

3F開架新体系 130//P16//3085

生きづらさからの脱却 : アドラーに学ぶ / 岸見一郎著. -- 筑摩書房, 2015.9. -- (筑摩選書 ; 0120). 3F開架新体系 146.1//KI58//5835
イスラームの神秘主義 : ハーフェズの智慧 / 嶋本隆光著. -- 京都大学学術出版会, 2014.10. -- (学
術選書 ; 066).
畜生・餓鬼・地獄の中世仏教史 : 因果応報と悪道 / 生駒哲郎著. -- 吉川弘文館, 2018.2. -- (歴史文
化ライブラリー ; 460).

3F開架新体系 167.8//SH38//5378
3F開架新体系 181.4//I37//5309

踏絵を踏んだキリシタン / 安高啓明著. -- 吉川弘文館, 2018.7. -- (歴史文化ライブラリー ; 469).

3F開架新体系 198.2219//Y66//8389

世界史を創ったビジネスモデル / 野口悠紀雄著. -- 新潮社, 2017.5. -- (新潮選書).

3F開架新体系 204//N93//9644

日本人は大災害をどう乗り越えたのか : 遺跡に刻まれた復興の歴史 / 文化庁編. -- 朝日新聞出版,
2017.6. -- (朝日選書 ; 959).
よみがえる古代の港 : 古地形を復元する / 石村智著. -- 吉川弘文館, 2017.11. -- (歴史文化ライブ
ラリー ; 455).

3F開架新体系 210.17//B89//9658
3F開架新体系 210.3//I78//2949

戦いの日本史 : 武士の時代を読み直す / 本郷和人著. -- 角川学芸出版. -- (角川選書 ; 515).

3F開架新体系 210.4//H84//1229

怪しいものたちの中世 / 本郷恵子著. -- KADOKAWA, 2015.12. -- (角川選書 ; 566).

3F開架新体系 210.4//H84//8604

「明治」という国家 / 司馬遼太郎著 ; : 新装版. -- NHK出版, 2018.1. -- (NHKブックス ; 1249).

3F開架新体系 210.6//SH15//5308

電鉄は聖地をめざす : 都市と鉄道の日本近代史 / 鈴木勇一郎著. -- 講談社, 2019.5. -- (講談社選書
メチエ ; 701).
沖縄戦後民衆史 : ガマから辺野古まで / 森宣雄著. -- 岩波書店, 2016.3. -- (岩波現代全書 ; 086).
愛国とは何か : ヴェトナム戦争回顧録を読む / ヴォー・グエン・ザップ著 ; 古川久雄訳・解題. -京都大学学術出版会, 2014.12. -- (学術選書 ; 067).
ソ連という実験 : 国家が管理する民主主義は可能か / 松戸清裕著. -- 筑摩書房, 2017.1. -- (筑摩選
書 ; 0140).

3F開架新体系 210.6//SU96//4444
3F開架新体系 219.9//MO45//0155
3F開架新体系 223.107//V89//7150
3F開架新体系 238.07//MA75//6587

日本人記者の観た赤いロシア / 富田武著. -- 岩波書店, 2017.11. -- (岩波現代全書 ; 109).

3F開架新体系 238.07//TO58//4026

今川氏滅亡 / 大石泰史著. -- KADOKAWA, 2018.5. -- (角川選書 ; 604).

3F開架新体系 288.3//O33//7633

EU盟主・ドイツの失墜 : 英国離脱後の欧州を見る鍵 / 手塚和彰著. -- 中央公論新社, 2017.3. -(中公選書 ; 026).
自由主義は戦争を止められるのか : 芦田均・清沢洌・石橋湛山 / 上田美和著. -- 吉川弘文館,
2016.6. -- (歴史文化ライブラリー ; 426).

4F開架新体系 302.34//TE95//8116
4F開架新体系 309.1//U32//1408

高畠素之の亡霊 : ある国家社会主義者の危険な思想 / 佐藤優著. -- 新潮社, 2018.5. -- (新潮選書). 4F開架新体系 309.6//SA85//7673
保守主義の精神 / ラッセル・カーク著 ; 会田弘継訳 ; 上, 下. -- 中央公論新社, 2018. -- (中公選書
; 032-033).
保守主義の精神 / ラッセル・カーク著 ; 会田弘継訳 ; 上, 下. -- 中央公論新社, 2018. -- (中公選書
; 032-033).
平成史への証言 : 政治はなぜ劣化したか / 田中秀征著 ; 吉田貴文聞き手. -- 朝日新聞出版, 2018.8.
-- (朝日選書 ; 976).

4F開架新体系

311.4//KI54//5849//西
田蔵書

4F開架新体系 311.4//KI54//8039
4F開架新体系 312.1//TA84//9183

書名等
民主政とポピュリズム : ヨーロッパ・アメリカ・日本の比較政治学 / 佐々木毅編著. -- 筑摩書房,
2018.6. -- (筑摩選書 ; 0162).
中東とISの地政学 : イスラーム、アメリカ、ロシアから読む21世紀 / 山内昌之編著. -- 朝日新聞
出版, 2017.2. -- (朝日選書 ; 956).
基本的人権の事件簿 : 憲法の世界へ / 棟居快行 [ほか] 著. -- 第6版. -- 有斐閣, 2019.9. -- (有斐閣
選書 ; [185]).
裁判の原点 : 社会を動かす法学入門 / 大屋雄裕著. -- 河出書房新社, 2018.1. -- (河出ブックス ;
109).
国際協力 : その新しい潮流 / 下村恭民 [ほか] 著. -- 第3版. -- 有斐閣, 2016.2. -- (有斐閣選書 ;
[207]).
三井・三菱・住友・芙蓉・三和・一勧 : 日本の六大企業集団 / 菊地浩之著. -- KADOKAWA,
2017.6. -- (角川選書 ; 587).
採用学 / 服部泰宏著. -- 新潮社, 2016.5. -- (新潮選書).
図説日本のメディア : 伝統メディアはネットでどう変わるか / 藤竹暁, 竹下俊郎編著. -- 新版. -NHK出版, 2018.11. -- (NHKブックス ; 1253).
哲学者マクルーハン : 知の抗争史としてのメディア論 / 中澤豊著. -- 講談社, 2019.10. -- (講談社
選書メチエ ; 713).
社会にとって趣味とは何か : 文化社会学の方法規準 / 北田暁大, 解体研編著. -- 河出書房新社,
2017.3. -- (河出ブックス ; 103).

配置場所

請求記号

4F開架新体系 313.7//SA75//8457
4F開架新体系 316.4//Y46//6878
4F開架新体系 323.143//MU33//7232
4F開架新体系

327.01//O94//5513//
西田蔵書

4F開架新体系 329.39//SH53//9287
4F開架新体系 335.5//KI24//0362
4F開架新体系 336.42//H44//1789
4F開架新体系 361.453//F67//1387
4F開架新体系 361.453//N46//7179
4F開架新体系 361.5//KI62//8124

21世紀家族へ / 落合恵美子著. -- 第4版. -- 有斐閣, 2019.10. -- (有斐閣選書 ; [1613]).

4F開架新体系 367.3//O15//8038

貧困専業主婦 / 周燕飛著. -- 新潮社, 2019.7. -- (新潮選書).

4F開架新体系 367.3//SH99//6248

貧困の戦後史 : 貧困の「かたち」はどう変わったのか / 岩田正美著. -- 筑摩書房, 2017.12. -- (筑
摩選書 ; 0153).
シンデレラの謎 : なぜ時代を超えて世界中に拡がったのか / 浜本隆志著. -- 河出書房新社,
2017.6. -- (河出ブックス ; 105).
大洪水が神話になるとき : 人類と洪水五〇〇〇年の精神史 / 庄子大亮著. -- 河出書房新社,
2017.12. -- (河出ブックス ; 108).
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).
帝国軍人の弁明 : エリート軍人の自伝・回想録を読む / 保阪正康著. -- 筑摩書房, 2017.7. -- (筑摩
選書 ; 0146).
「数」を分析する / 八木沢敬著. -- 岩波書店, 2018.3. -- (岩波現代全書 ; 114).
地球科学の開拓者たち : 幕末から東日本大震災まで / 諏訪兼位著. -- 岩波書店, 2015.1. -- (岩波現
代全書 ; 053).
絶滅の地球誌 / 澤野雅樹著. -- 講談社, 2016.11. -- (講談社選書メチエ ; 638).
医学の近代史 : 苦闘の道のりをたどる / 森岡恭彦著. -- NHK出版, 2015.9. -- (NHKブックス ;
1234).
ルポ生殖ビジネス : 世界で「出産」はどう商品化されているか / 日比野由利著. -- 朝日新聞出版,
2015.6. -- (朝日選書 ; 933).
法隆寺を支えた木 / 西岡常一, 小原二郎著. -- 改版. -- NHK出版, 2019.6. -- (NHKブックス ;
1257).
軍用機の誕生 : 日本軍の航空戦略と技術開発 / 水沢光著. -- 吉川弘文館, 2017.2. -- (歴史文化ライ
ブラリー ; 443).

4F開架新体系 368.2//I97//4734
4F開架新体系 388//H24//0019
4F開架新体系 388//SH96//4740
4F開架新体系 391.3//MA35//7675
4F開架新体系 396.21//H91//1030
3F開架新体系 412//Y16//6211
3F開架新体系 450.2//SU87//8648
3F開架新体系 450.4//SA96//5195
3F開架新体系 490.2//MO62//5883
3F開架新体系 495.48//H54//3604
3F開架新体系 521.04//N86//5225
3F開架新体系 538.7//MI96//6529

書名等
クロニクル日本の原子力時代 : 1945～2015年 / 常石敬一著. -- 岩波書店, 2015.7. -- (岩波現代全
書 ; 070).
和食とうま味のミステリー : 国産麹菌オリゼがつむぐ千年の物語 / 北本勝ひこ著. -- 河出書房新
社, 2016.3. -- (河出ブックス ; 090).
サルはなぜ山を下りる? : 野生動物との共生 / 室山泰之著. -- 京都大学学術出版会, 2017.12. -- (学
術選書 ; 084).
マングローブ林 : 変わりゆく海辺の森の生態系 / 小見山章著. -- 京都大学学術出版会, 2017.3. -(学術選書 ; 079).
阿修羅像のひみつ : 興福寺中金堂落慶記念 / 多川俊映 [ほか] 著. -- 朝日新聞出版, 2018.8. -- (朝
日選書 ; 975).
九相図をよむ : 朽ちてゆく死体の美術史 / 山本聡美著. -- KADOKAWA, 2015.4. -- (角川選書 ;
556).
ニッポンエロ・グロ・ナンセンス : 昭和モダン歌謡の光と影 / 毛利眞人著. -- 講談社, 2016.10. -(講談社選書メチエ ; 637).
叱られ、愛され、大相撲! : 「国技」と「興行」の一〇〇年史 / 胎中千鶴著. -- 講談社, 2019.9. -(講談社選書メチエ ; 709).

配置場所

請求記号

3F開架新体系 539.091//TS76//4851
3F開架新体系 588.51//KI67//9820
4F開架新体系 615.86//MU77//4660
4F開架新体系 653.17//KO65//7817
3F開架新体系 718.7//TA18//9182
3F開架新体系 721.2//Y31//6709
3F開架新体系 767.8//MO45//4678
3F開架新体系 788.1//TA22//6780

直筆の漱石 : 発掘された文豪のお宝 / 川島幸希著. -- 新潮社, 2019.11. -- (新潮選書).

3F開架新体系 910.268//KA97//8191

いにしえの恋歌 : 和歌と漢詩の世界 / 彭丹著. -- 筑摩書房, 2018.10. -- (筑摩選書 ; 0166).

3F開架新体系

911.102//H81//2157//
西田蔵書

