
学情センター２Ｆ企画展示

知識人知識人知識人知識人 展示期間：2012.11.19～12.1

書名 配置場所 請求記号

【東浩紀】

一般意志2.0 : ルソー、フロイト、グーグル / 東浩紀著. -- 講談社, 2011.11. 3F開架新体系 007.3//A99//2188

IT時代の震災と核被害 / コンピューターテクノロジー編集部編 ; [宮台真司ほか著]. -- インプレ
スジャパン. -- (インプレス選書 ; 003).

3F開架新体系 007.3//C85//3184

震災以後 : 特集 / 東浩紀編集長. -- コンテクチュアズ, 2011.9. -- (思想地図β ; vol. 2). 4F開架新体系 304//A99//6655

ショッピング/パターン : 特集 / 東浩紀編集長. -- コンテクチュアズ, 2011.1. -- (思想地図β ;
Vol.1).

4F開架新体系 304//A99//8734

日本2・0東浩紀編集長. -- ゲンロン, 2012.7. -- (思想地図β ; vol. 3). 4F開架新体系 304//A99//8592

日本的想像力の未来 : クール・ジャパノロジーの可能性 / 東浩紀編. -- 日本放送出版協会,
2010.8. -- (NHKブックス ; 1163).

4F開架新体系 361.5//A99//5383

リアルのゆくえ : おたく/オタクはどう生きるか / 大塚英志, 東浩紀著. -- 講談社, 2008.8. -- (講
談社現代新書 ; 1957).

4F新書版 361.5//O88//3296

【池上彰】

世界を変えた10冊の本 / 池上彰著. -- 文藝春秋, 2011.8. 3F開架新体系 019.9//I33//2354

池上彰の新聞活用術 / 池上彰著. -- ダイヤモンド社, 2010.9. 3F開架新体系 070.4//I33//8770

日本がもし100人の村だったら = If Japan were a village of 100 people / 池上彰著. -- マガジンハ
ウス, 2009.11.

4F開架新体系 302.1//I33//9535

先送りできない日本 : “第二の焼け跡"からの再出発 / 池上彰 [著]. -- 角川書店. -- (角川one
テーマ21 ; C-201).

4F新書版 304//I33//3218

【池谷裕二】

東大博士が語る理系という生き方 / 瀬名秀明, 池谷裕二監修. -- PHP研究所, 2010.10. -- (PHP
サイエンス・ワールド新書 ; 031).

4F新書版 407//TO17//2649

進化しすぎた脳 : 中高生と語る「大脳生理学」の最前線 / 池谷裕二著. -- 講談社, 2007.1. --
(ブルーバックス ; B-1538).

4F新書版 491.371//I33//9905

怖いくらい通じるカタカナ英語の法則 : ネイティブも驚いた画期的発音術 / 池谷裕二著. -- 講談
社, 2008.1. -- (ブルーバックス ; B-1574).

5F英語学習 831.1//I33//0833

【池田清彦】

オスは生きてるムダなのか / 池田清彦著. -- 角川学芸出版. -- (角川選書 ; 469). 3F開架新体系 467.3//I32//5972

「進化論」を書き換える / 池田清彦著. -- 新潮社, 2011.3. 3F開架新体系 467.5//I32//1274

構造主義進化論入門 / 池田清彦 [著]. -- 講談社, 2011.2. -- (講談社学術文庫 ; [2037]). 4F文庫版 467.5//I32//9566

生物多様性を考える / 池田清彦著. -- 中央公論新社, 2012.3. -- (中公選書 ; 009). 3F開架新体系 468//I32//2791

【内田樹】

街場の読書論 / 内田樹著. -- 太田出版, 2012.4. 3F開架新体系 019.9//U14//3458

日本辺境論 / 内田樹著. -- 新潮社, 2009.11. -- (新潮新書 ; 336). 4F新書版 302.1//U14//6293

おせっかい教育論 / 鷲田清一 [ほか] 著. -- 140B, 2010.10. 4F開架新体系 370.4//W42//9233

武道的思考 / 内田樹著. -- 筑摩書房, 2010.10. -- (筑摩選書 ; 0001). 3F開架新体系 789//U14//6663

街場の文体論 / 内田樹著. -- ミシマ社, 2012.7. 3F開架新体系 801.6//U14//7738

【尾木直樹】

「学び」という希望 : 震災後の教育を考える / 尾木直樹著. -- 岩波書店, 2012.6. -- (岩波ブック
レット ; No. 837).

4F開架新体系 370.4//O25//4609

子ども格差 : 壊れる子どもと教育現場 / 尾木直樹 [著]. -- 角川書店. -- (角川oneテーマ21 ; A-
111).

4F新書版 371.42//O25//7576

思春期の危機をどう見るか / 尾木直樹著. -- 岩波書店, 2006.3. -- (岩波新書 ; 新赤版 998). 4F新書版 371.42//O25//7946

「全国学力テスト」はなぜダメなのか : 本当の「学力」を獲得するために / 尾木直樹著. -- 岩波書
店, 2009.12.

4F開架新体系 375.17//O25//6394

危機の大学論 : 日本の大学に未来はあるか? / 尾木直樹, 諸星裕 [著]. -- 角川書店. -- (角川
oneテーマ21 ; A-146).

4F新書版 377.21//O25//7353

【 加藤陽子】

昭和天皇と戦争の世紀 / 加藤陽子著. -- 講談社, 2011.8. -- (天皇の歴史 ; 08). 3F開架新体系 210.1//TE37//5558

それでも、日本人は「戦争」を選んだ / 加藤陽子著. -- 朝日出版社, 2009.7. 3F開架新体系 210.6//KA86//0050

戦争と日本人 : テロリズムの子どもたちへ / 加藤陽子, 佐高信 [著]. -- 角川学芸出版. -- (角川
oneテーマ21 ; A-133).

4F新書版 210.6//KA86//0944

戦争を読む / 加藤陽子著. -- 勁草書房, 2007.6. 3F開架新体系 210.6//KA86//4708

【姜尚中】

日本論 / 姜尚中, 佐高信著. -- 毎日新聞社, 2004.2. 4F開架新体系 304//KA54//6651

国家論 : 僕たちはいま、どこに立っているのか / 田原総一朗, 姜尚中, 中島岳志著. -- 中央公論
新社, 2010.4. -- (中公新書ラクレ ; 346).

4F新書版 304//TA19//0245

国家とアイデンティティを問う / C・ダグラス・ラミス, 姜尚中, 萱野稔人著. -- 岩波書店, 2009.12.
-- (岩波ブックレット ; No.772).

4F開架新体系 311.04//L96//6058

【北川智子】

ハーバード白熱日本史教室 / 北川智子著. -- 新潮社, 2012.5. -- (新潮新書 ; 469). 4F新書版 377.28//KI63//5614
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【小熊英二】

「辺境」からはじまる : 東京/東北論 / 赤坂憲雄, 小熊英二編著 ; 山下祐介 [ほか執筆]. -- 明石
書店, 2012.5.

4F開架新体系 302.12//A32//3779

在日一世の記憶 / 小熊英二, 姜尚中編. -- 集英社, 2008.10. -- (集英社新書 ; 0464D). 4F新書版 316.81//O26//2118

若者たちの叛乱とその背景 / 小熊英二著. -- 新曜社, 2009.7. -- (1968 / 小熊英二著 ; 上). 4F開架新体系 377.96//O26//1358

叛乱の終焉とその遺産 / 小熊英二著. -- 新曜社, 2009.7. -- (1968 / 小熊英二著 ; 下). 4F開架新体系 377.96//O26//1823

【西條剛央】

人を助けるすんごい仕組み : ボランティア経験のない僕が、日本最大級の支援組織をどうつくった
のか / 西條剛央著. -- ダイヤモンド社, 2012.2.

4F開架新体系 369.31//SA19//2475

よい教育とは何か / 西條剛央, 京極真, 池田清彦編著. -- 北大路書房, 2011.4. -- (構造構成主
義研究 ; 5).

4F開架新体系 371.1//SA19//2224

なぜいま医療でメタ理論なのか / 西條剛央, 京極真, 池田清彦編著. -- 北大路書房, 2009.3. --
(構造構成主義研究 ; 3).

3F開架新体系 490.1//SA19//6589

持続可能な社会をどう構想するか / 西條剛央, 京極真, 池田清彦編著. -- 北大路書房, 2010.3.
-- (構造構成主義研究 ; 4).

3F開架新体系 519.04//SA19//0207

【瀧本哲史】

武器としての決断思考 / 瀧本哲史著. -- 星海社. -- (星海社新書 ; 1). 4F新書版 141.5//TA73//8218

僕は君たちに武器を配りたい / 瀧本哲史著. -- 講談社, 2011.9. 3F開架新体系 159.7//TA73//8215

武器としての交渉思考 / 瀧本哲史著. -- 星海社. -- (星海社新書 ; 19). 4F新書版 361.3//TA73//5029

【竹内洋】

学問の下流化 / 竹内洋著. -- 中央公論新社, 2008.10. 3F開架新体系 002//TA67//5446

メディアと知識人 : 清水幾太郎の覇権と忘却 / 竹内洋著. -- 中央公論新社, 2012.7. 4F開架新体系 311.21//TA67//5119

学校と社会の現代史 / 竹内洋著. -- 左右社, 2011.9. -- (放送大学叢書 ; 016). 4F開架新体系 371.3//TA67//0042

大学の下流化 / 竹内洋著. -- NTT出版, 2011.4. 4F開架新体系 377.21//TA67//6221

学歴貴族の栄光と挫折 / 竹内洋 [著]. -- 講談社, 2011.2. -- (講談社学術文庫 ; [2036]). 4F文庫版 377.9//TA67//9565

【古市憲寿】

希望難民ご一行様 : ピースボートと「承認の共同体」幻想 / 古市憲寿著 ; 本田由紀解説と反論.
-- 光文社, 2010.8. -- (光文社新書 ; 475).

4F新書版 367.68//F93//5576

絶望の国の幸福な若者たち / 古市憲寿著. -- 講談社, 2011.9. 4F開架新体系 367.68//F93//5961

遠足型消費の時代 : なぜ妻はコストコに行きたがるのか? / 中沢明子, 古市憲寿著. -- 朝日新聞
出版, 2011.3. -- (朝日新書 ; 287).

4F新書版 675//N46//0788

【茂木健一郎】

空 (くう) の智慧、科学のこころ / ダライ・ラマ十四世, 茂木健一郎著 ; マリア・リンチェン訳. -- 集
英社, 2011.10. -- (集英社新書 ; 0614C).

4F新書版 180.9//D32//6554

東洋脳×西洋脳 : 多極化する世界で生きるヒント / 茂木健一郎, 加藤徹著. -- 中央公論新社,
2011.3. -- (中公新書ラクレ ; 381).

4F新書版 361.42//MO16//0781

茂木健一郎の科学の興奮 / 茂木健一郎, 日経サイエンス編集部編著. -- 日経サイエンス社. 3F開架新体系 404//MO16//3173

挑戦する脳 / 茂木健一郎著. -- 集英社, 2012.7. -- (集英社新書 ; 0651G). 4F新書版 491.371//MO16//5450

脳と心 : クオリアをめぐる脳科学者と精神科医の対話 / 茂木健一郎, 斎藤環著. -- 双風舎,
2010.9.

3F開架新体系 491.371//MO16//7884

モギケンの音楽を聴くように英語を楽しもう! / 茂木健一郎著. -- 朝日出版社, 2011.4. 5F英語学習 830.7//MO16//9806

3.11以後 / 茂木健一郎, 竹内薫著. -- 中央公論新社, 2011.11. -- (中公選書 ; 001). 3F開架新体系 914.6//MO16//7309

【山崎亮】

まちの幸福論 : コミュニティデザインから考える / 山崎亮, NHK「東北発☆未来塾」制作班著. --
NHK出版, 2012.5.

4F開架新体系 318.8//Y48//3123

コミュニティデザインの時代 : 自分たちで「まち」をつくる / 山崎亮著. -- 中央公論新社, 2012.9.
-- (中公新書 ; 2184).

4F新書版 318.8//Y48//7977

ソーシャルデザイン・アトラス : 社会が輝くプロジェクトとヒント / 山崎亮著. -- 鹿島出版会,
2012.8.

4F開架新体系 360//Y48//7134

コミュニケーションのアーキテクチャを設計する : 藤村龍至×山崎亮対談集 / 藤村龍至, 山崎亮
著. -- 彰国社, 2012.7. -- (建築文化シナジー ; [第26弾]).

3F開架新体系 518.8//F63//5222

つくること、つくらないこと : 町を面白くする11人の会話 / 長谷川浩己, 山崎亮編著 ; 太田浩史
[ほか] 著. -- 学芸出版社, 2012.2.

3F開架新体系 518.8//H36//0162

【養老孟司】

養老孟司の人間科学講義 / 養老孟司著. -- 筑摩書房, 2008.11. -- (ちくま学芸文庫 ; [ヨ-5-
4]).

4F文庫版 460.4//Y84//2334

虫捕る子だけが生き残る : 「脳化社会」の子どもたちに未来はあるのか / 養老孟司, 池田清彦, 奥
本大三郎著. -- 小学館, 2008.12. -- (小学館101新書 ; 014).

4F新書版 486.04//Y84//3271

耳で考える : 脳は名曲を欲する / 養老孟司, 久石譲 [著]. -- 角川書店. -- (角川oneテーマ21 ;
A-105).

4F新書版 761.14//Y84//3213

身体の文学史 / 養老孟司著. -- 新潮社, 2010.2. -- (新潮選書). 3F開架新体系 902//Y84//8073

【與那覇潤】

帝国の残影 : 兵士・小津安二郎の昭和史 / 與那覇潤著. -- NTT出版, 2011.1. 3F開架新体系 778.21//Y82//0437

中国化する日本 : 日中「文明の衝突」一千年史 / 與那覇潤著. -- 文藝春秋, 2011.11. 3F開架新体系 210.1822//Y82//9779
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